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ILC大学連携タスクフォースセミナー 
宇宙創成の謎にせまる国際リニアコライダー (ILC)計画 

ILCの物理と測定器 



•  電子(e-)と陽電子(e+)のビームを重心系エネルギー(ECM) = 250 ‒ 500 GeV
で正面衝突させるEnergy Frontier のコライダー   

　   è 1 TeV へアップグレード可能　 
 
•  ビームを全長31kmの加速器で加速させ、衝突点(IP)で極小なビームサイズに急
収束 è 高いluminosity（輝度）を実現 

      ECM=500 GeVの場合：Peak luminosity 2 x 1034 cm-2 s-1 
       σy ～6 nm, σx～500nm (扁平ビーム）σz～300μm   
 
•  偏極：e- ～80%、e+ ～30% (ベースライン） 
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ILCの加速器とプロジェクトについて	  
è 栗木さんの講演	



岩手・宮城県の北上山地  
 
現場での技術設計が進行中 
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サイト候補	

研究者コミュニティ(LCC)の提案 
タイムライン	

現在 2018: 建設開始予定 (9 年) ILC計画の方
向性決定	 2016 

199X 

2020年代後半 
巨大実験の立ち上げに参加できる希有な機会	

建設終了	  
実験開始	

〜2016	  :	  	  
国家政府間の交渉	  
加速器の詳細設計	  
サイト・コストの検討	  

2016	  -‐	  2018	  :	  	  
建設の合意	  
国際研究所の形成	

AWLC	  2015	  (@KEK)	

大規模な国際的高エネルギー素粒子実験を 
その立ち上げから測定器・技術の開発の深部まで 

関わることができる素晴らしい機会である 
是非一緒にILCを実現させましょう！　 

2012	  
技術設計書
(TDR)の完成	

ILCは国際プロジェクト 
〜50カ国が参加	



ILCが目指す物理	
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ゲージ対称性を要求 	
è 相互作用（力）が決まる	
 (次ページ参照）	

基本物質粒子：　lepton族　と　quark族　 
（それぞれ３世代） 
量子数： 　質量、 スピン(自転の角運動量）J=1/2、  電荷、  色荷　など 
質量とスピンが同じで電荷の符号が逆の反粒子が存在する 

素粒子の標準理論	

世代  1  à    2   à    3	
        軽　　　　        重	

力を媒介するゲージ粒子	
光子、Zボソン、Wボソン、
グルーオン	

素粒子の質量の起源：	
　Higgs粒子	

「力の粒子」がやり取りされる頻度が
高いほど運動量が大きく変化する	
= 強い力が働く	

例）　光子をお手玉しながら走る電
子が他の電子に光子を奪われると、
その光子の持っていた運動量の分

だけ運動量が変化する	
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電磁気力=γ(光子）の交換　	

電子	

原子核	

重力	

= 重力子（未発見）の交換　	
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陽子	原子核	

クォーク	

自然界に働く相互作用 (力) =力の粒子交換	

弱い力=　W±、Z０　の交換	

強い力=グルーオンの交換　　　　　　　　　　　　　　　　	

重力は他の力に比べてとても弱い	

電荷に比例する	

例）　電子と原子核を結
びつけて原子を作る力、
原子同士を結びつけて
分子を作る力	

W、Zボソンは質量
が大きいので、力の
届く距離が短く、身
かけ上力が弱い	

例）　原子のβ崩壊の原因	

色荷を持つ（赤、青、緑）	
グルーオンは８種類　：　	
3 (赤、青、緑）x 3(反赤、反青、反緑） - 1(白) = 8	

quarkを結びつけ、陽子
や中性子等の核子を作
り、核子から原子核を
作る力	



ILCが切り開く宇宙の歴史	  

•  宇宙は量子揺らぎにより無から創成され、急激な膨張を経て火の玉宇宙となった	  

•  Big	  Bang直後、粒子と反粒子が産まれては消える	  
	  
•  宇宙は膨張とともに冷え、殆どの粒子と反粒子は対消滅し僅かに物質粒子が残った	
　　  クォーク è	  核子 è	  原子核 è	  	  原子	  
•  	  通常の物質の５倍の量を超える暗黒物質も残った	
	

•  ILC	  では素粒子同士を衝突させ、 宇宙創成１兆分の１秒後の高
エネルギー反応を再現し、調べることにより、質量の起源や時
空構造、宇宙創成の謎に挑む！	  

•  　	  
　　例）　我々の宇宙は本当にHiggsの海なのか？　暗黒物質の正体は？　	
•  超対称性など新物理が検証できれば、大砂漠を超えBig	  Bang直後の大統一のエネル

ギーまで成り立つ理論を手にいれうる	

•  ILCとLHCは （それぞれの特徴を活かして） 補完しながら研究を行う	



宇宙創成の謎に挑む	

ILCが切り開く宇宙の歴史	  

弱い力	

電磁
気力	

強い力	

いまここ！	

大統一理論？	  
〜10-‐34	  sec	

10-44秒 10-10秒 38万年 138億年 

- - - - 

10-36秒 

重力	

LHC・ILC	
宇宙の年齢	

　晴れ上がり 
これ以前は光では見えない	

　現在	

　宇宙誕生	

ここで電弱の分離 
「電弱対称性の破れ」 
è素粒子に質量が
生じた！ 
 
ここをILCで調べる 
標準理論の世界の検証 
暗黒物質 
超対称性粒子	
  ect ….. 

　
大

砂
漠

	

　火の玉宇宙の始まり 
　 (インフレーション期) 
10-38秒の間に1028倍に膨張 
バクテリアが銀河の大きさになっ

た事に相当	

　〜10-‐10	  sec	
標準理論の世界	



素粒子の質量の起源：  Higgs	  機構	

ビッグバン直後 	

ゲージ対称性により素粒子は質量を持てない	
	

真空から抵抗を受けない	
（真空=エネルギー最低の状態）	

宇宙が膨張するとともに冷えて、	
生まれて約1/100億秒後、	

真空は、Higgsが凝縮している
状態に変化（相転移）した	

加速しようとする粒子がHiggsにぶつかって抵抗を受ける	

電弱エネルギースケールで対称性が破れるので 電弱対称性の破れ : Electroweak Symmetry Breaking   (EWSB)  という	

初期の宇宙  

現在の宇宙  

相転移  

!	

V(!)	

質量≒粒子がHiggsから受ける抵抗 

Higgsと基本粒子と
の結合定数はILC
では重要な測定値	

!	

M = g  x  v 
 

 g : Higgsと粒子の結合の強さ 
 v: 真空中のHiggsの密度	



電弱対称性の破れ(EWSB)に残る謎	

Higgs 粒子の発見è　どうやって　素粒子が質量を獲得したのかが分かった   (Higgs 機構)  　	

  è 約５0年間にわたり加速器実験により検証されてきた標準理論が完結した	

　　しかし、ここで満足してはいけない！！	

標準理論に説明できない問題が幾つか残っている	

 　EWSBの理由をまだ知らない：　背景の　ダイナミクス　と　構造（＝登場人物）	
　　　どうして Higgs場が真空に凝縮したのか？　　素粒子のHiggsに「親戚」がいるのか？	
　　　EWSBの謎は既知の標準理論の外にある現象と関係している可能性も大いにある	
　　暗黒物質、暗黒エネルギー、　物質・反物質間の非対称性　、ニュートリノの質量、　力の大統一　　　ect ……	

これらの謎を解くためには 新物理の理論が必要	

ILCが目指す物理：新物理の探索と詳細研究 	
（1）直接探索：　新粒子の生成	

LHCで発見困難な粒子もILCで発見可能　	

（2）間接探索： Higgs粒子と top quark の性質の精密測定	

ヒッグスとトップの精密測定でせまるILCで確実にできる物理	

                                                                               詳細はのちほど。。。	



Higgs 機構を説明し得る新物理	

何が電弱対称性を破ったのか？	

（１）超対称性 Higgs	  が素粒子

全ての基本粒子にスピンが 1/2	  だけ違う超
対称粒子の相棒がいる	  

LHC	  や ILC	  での発見が期待されている！

•  この場合：　超対称性の自発的な破れが電弱対
称性の破れを引き起こす	  

　（２）　複合Higgs模型　　　Higgs	  が複合粒子

•  強結合で閉じ込められる基本粒子は直接観測されない	

•  Higgsを複合にするQCD的な強い相互作用がEWSB(Higgsの真空凝縮）の原因	

•  π中間子におけるquark対の閉じ込めと類似	

•  ILCではHiggsとTopの結合定数のSMからのずれを検証	  
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粒子を曲げる際の放射ロスを防いで高い衝突エネルギーを実現できるe+e-‐加速器
のはリニアコライダーのみ	  

素粒子同士の衝突   (c.f.	  　LHCは複合粒子である陽子を衝突）	  
•  実験的・理論的によく理解された素過程 è測定の系統誤差を抑えられる	  
•  背景事象が低く除去しやすい	  
•  クリーンな環境で奇麗な反応と精密な測定が可能	  
•  全データ取得可能 （trigger	  free)	  

•  全エネルギーが衝突点に集約されて反応に使える　	  
	  	  	  	  	  (重心系	  =	  実験室系)	  
•  　　　全崩壊モード解析可能　	  
　　　　　エネルギーさえ足りれば、生成された新粒子を発見できる	  
　	
衝突の重心系エネルギーとビーム偏極を制御できる	  	  
　è	  特定な中間状態を持つ物理を選択できる	  
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線形加速器でのe-‐e+衝突	  
	  

•  重心系エネルギー (ECM)	  =	  250	  –	  500	  GeV	  
	  	  	  	  	  (1	  TeV	  までアップグレード可能)	  

•  重心系=実験室系	  

•  クリーンな環境で高精度な測定が可能	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Higgs,	  top	  ,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  invisible	  decayする粒子、新粒子	  
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円形加速器での陽子・陽子衝突	  
	  
•  重心系エネルギー	  7-‐14	  TeV	  

•  全エネルギーの一部のみ反応に寄与する	  è	  
初期状態に大きな不定性を伴う	  

•  高い衝突エネルギーが新粒子の発見・生成に
有利だが、複雑な背景事象のせいで詳細を見
るのは困難	  

ILC	  	  	  	 LHC	  	
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LHCはsignalが多いけど、	
更に多いBGに埋もれている	

高い質量領域まで感度があり、	  
見やすいシグナルであれば即発見可能	  
しかし、見えにくいシグナルは棄却不可能	  

全シグナルを拾えて、	  
無い物は「無い」と初めて言える	  
ただし、生成エネルギーが制限される	

解析後	

解析後	

NBG,LHC >> NBG,ILC	

Nsig,LHC > Nsig,ILC	

14	
Modified	  from	  T.Tanabe’s	  slides	  

新物理探索の観点から	  



	

(1) 新粒子の直接発見　　LHCで難しい領域も探索可能	
	

(2) 標準理論の徹底検証 è 新物理の間接探索	
  Higgsとtop の性質を精密に測定し、標準理論からのズレのパターンから新物理
のモデルを同定する　（各新物理モデルは特有のズレのパターンを予言している）	

	
　　SUSYや複合Higgs模型 è EWSBの起源、暗黒物質、バリオジェネシス	
　　標準理論の干渉効果è  Z’ などの新しい重いゲージボソンの発見に繋がる	
　　top の質量 è 標準理論の真空の安定性を決定する	

	

 Higgsとtopの精密測定はILCで確実にできる物理	
è 新物理に対する強力なプローブ！	

ILCでの新物理探索の作戦	

ILCを建設し、新物理の解明を！！	

ILCでは、優秀な加速器と測定器を強みにして前代未聞の高精度な実験を行う 
 

もう１つの強みは実験計画の柔軟性	
 物理ゴールと先行実験の結果に合わせて加速器設計・重心系エネルギーを変更可能 
　新物理があれば更にそこを重点的にデータを取得 
　更に、Luminosity Upgradeにより　統計量アップ　à　測定精度アップ 



ILCの測定器	
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測定器で見るILCでの物理現象 

•  数百GeVの高エネルギーe+e-衝突で生成された基本粒子 W、Z、
Higgs、top などは不安定であり、検出器では直接測れない	

•  それらが崩壊した比較的安定な粒子を測定することにより	

　　正確に「元の状態」を再構成する　ことが重要	

　à 終状態に出来る多数のジェットが実際の測定対象となる	

 例）　tt_bar H 事象	

  (top  + 反top  + Higgs)	

衝突点	  

ジェット	

ジェット	

 = 元は１粒子の終状態の粒子束	

元のエネルギー/運動量	

 = Σ(各粒子）	

	  Q_barH	  	  @500GeV	  

強い力によるquarkの閉じ込め現象のために崩壊先のquarkは単独では観測できず、真空中に次々
と生成されるquark-反quarkから形成された複合粒子が測定対象となる 　　 （詳細は次頁）	

本当はこのシンプル
な事象を見たい	

実際測るのは終状態にある多数の
quark	  jet	  中の複合粒子	  
è	  分岐する前の粒子の質量を再構
成し、上流へたどっていく	

	  検出器の中ではこう見える！	  



ジェットの再構成の例 

図：　K. Fujii   OHO’14　　	

•  W、Z、Higgs、top などの不安定
な基本粒子がquarkに崩壊	

•  「quarkの閉じ込め」によりquark
は単独では観測できない	

	

•  真空中に次々とquark-反quark
が生成され、これらから形成さ
れた複合粒子の束(= ジェット）が
測定対象となる  	

	

•  終状態に出来る多数のquark 
ジェット中の粒子を測定して、元
の状態をFeymann diagram の形
で再構成する	



 色荷を持つquark と反quarkが引き離される 

ジェットの再構成 	

•  qと反qを繋ぐgluon (強い力を媒介するゲージ粒子）もまた色荷を持つ 
•  qと反q が輪ゴームのように伸ばされるに従って、gluon場は細い色価のチューブを形成 
•  蓄えられるエネルギーが距離に比例して増大していく 

十分にエネルギーが溜まったら、互いに引き離されたq-反qの間の真空で複数のq-反q対が生成される 

強い力の作用により、独立のquarkではなく、“無色” 
となるような色荷の組み合わせを持つ粒子しか検出
器の中に存在できない	
	
たくさんの “無色” の粒子（meson、baryon）がクラス
ター状になった “ジェット” が観測される	

è quarkの色の閉じ込め	

Ø  Baryon:    (例：陽子、中性子）	
 quark３つ 	
赤・青・緑　　 or 　　反赤・反青・反緑   	
	

Ø  Meson :  (例 : π中間子、K中間子)	
quark-反quarkの対	
 赤・反赤 　　or　　 青・反青 　　or　　 緑・反緑	

図：　K. Fujii   OHO’14　　	

ハドロン化： 
複合粒子のmesonやbaryonが形成される 



衝突点	  どんな素粒子反応が起きたのかを推定
するためには衝突で生成された粒子の 
４元ベクトル 
  (t, x, y, z)   : 生成位置、時間情報  
  (E, Px, Py, Pz)：方向、エネルギー 
そして、　電荷Q  
　を測定する必要がある 

シャワー	  
=	  物質中で入射粒子が反
応を繰り返した多数の粒
子が雪崩的に生成される
現象	

粒子の測定 

生成される	  
粒子ジェット	

運動量測定： 
飛跡検出器（TPC など) で荷電粒子を測る    
•  荷電粒子は電磁石の作る磁場で曲げられ、その
曲率は運動量に比例するので飛跡を測定すれば
運動量が分かる　 

•  曲げられる方向から電荷の正負も分かる 

エネルギー測定：　 
カロリーメータで荷電・中性粒子を測る 
•  重い物質を置いて、そこを通過した粒子
が落としたエネルギーを測定する 

•  シャワーが生成される 

p=0.3 Bρ 
B	

☆: 測定点 



バーテックス検出器 (VTX) :   
•  衝突点近傍で粒子の生成点と崩壊点（バーテッ
クス）を検出・識別する（τ粒子、c/b-
quark、など生成後数mm走ってから崩壊する
準安定粒子） 

中央飛跡検出器 (TPC):　 
•  長寿命荷電粒子（電子、ミュオン、荷電π/K中間子、陽子）の飛跡を検出
する 

•  荷電粒子は電磁石の作る磁場で曲げられ、その曲率は運動量に比例するの
で、飛跡を測定すれば運動量が分かる　 

•  更に磁場に曲げられる方向から電荷が正か負かも分かる 

粒子の識別	

運動量測定	

カロリメータ  (ECAL, HCAL)：　 
•  電磁シャワーを起こす電子、光子、ハドロンシャワーを起こすπ/K中間子、
陽子、中性子のエネルギーを測定する 

•  特に中性粒子はカロリメータでしかエネルギーを測定できない 

エネルギー測定	

その他：	

•  測定器全体は荷電粒子を曲げる超伝導電磁石で囲まれている	

•  ミュオン（μ）検出器：μ粒子は物質と相互作用しにくくエネルギーを殆ど落とさないままカロリ
メータを突き抜ける è 一番外側のμ粒子検出器に信号が検出されるとμ粒子だと判定できる 

測定器の各部分の役割 

飛跡検出器 	

VTX	

カロリーメータ	



衝突点を高精度な検出器で取り囲み、各種粒子の性質に合わせ 
た最適な検出器でジェット中の粒子のエネルギーを測る 
 
荷電粒子は飛跡検出器、中性粒子はカロリメータ担当で重複なく測定する 

International Large Detector (ILD) というILCの測定器提
案が日本、ヨーロッパを中心として研究開発が進められている 

ILCの物理目標は従来の測定器を大きく上回る性能を要請する 

ILDは Particle Flow Algorithm (PFA) を設計原理とする 

 荷電粒子の飛跡 à 飛跡検出器(Tracker) 
　　  光子  　à 超細密な電磁かロリメータ (ECAL) 

 中性ハドロン à ハドロンカロリメータ (HCAL)	

物理反応を正確に再構成するためにはジェット中の荷電粒子を高
い検出効率と運動量分解能で測定する必要がある 

センサーサイズ	 ILC	 LHC	  (ATLAS)	 精細度比	

崩壊点検出器	  
	  
	

5x5	  mm2	 400x50	  mm2	 800倍	

飛跡検出器	   1x6	  mm2	 13	  mm2	 2.2倍	

電磁カロリーメータ	   5x5	  mm2	 39x39	  mm2	 61倍	

崩壊点精度	

運動量分解能	

ILCのための　 
ILD測定器の特徴 

エネルギー分解能	

LHCほど放射線が厳しくない優しい環境なので細密なセンサーで高精度な検出器を作れる 

高精細、低物質量 

高分解能、低物質量 

超高精細センサー 



ILDの高い要求性能を実現するために、世界中の研究者との国際協力で開発を行っている   32カ国、～ 700 人 

T. Takeshita	

陽電子	
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以下では、ILCの代表的な測定とその期待性能について紹介します 

（１）　Higgsの物理	
	
（２）　Topの物理	
	
	
	
（３）標準理論を超える新物理	

新物理の強力なプローブ 
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Higgs の物理 

	  	  
Higgs結合定数の精密測定を用いて新物理の間接探索が出来る	  

	  
•  Higgs生成断面積のモデル非依存測定	  
　　è 全ての結合定数の大元となる	  

•  Higgs質量	  

•  Higgs全幅	  

•  Higgs自己結合	  



生成断面積

•  ECM=250 GeVでZH過程を用いてHiggsの質量と全断面積の高精度測定	  	  (次ページ参照）	  
•  　vvH　過程がZH過程を超える450GeV付近で、Higgs全幅とほぼ全ての結合定数を測定できる	  

Higgsstrahlung 
(ZH) 過程
 ECM=250GeV付近

で最大	

WW fusion
 (vvH) 過程
ECMとともに上昇

ZZ fusion 過程
 (マイナー）	

ILCにおけるHiggsの生成過程	

ECM	 断面積(e+e-‐àZH)	 断面積(e+e-‐àννH)	 統計量
(TDR)	

ZHイベント数	 ννHイベント数	

250GeV	 303	  W	 16	  W	 250	  W-‐1	 〜76000	 〜4000	
500GeV	 100	  W	 150	  W	 500	  W-‐1	 〜50000	 〜75000	



)2Recoil Mass (GeV/c
100 120 140 160 180 200

Ev
en

ts

0

50
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150

 + X @ 350 GeV-µ+µ A-+e+e

Toy MC Data

Signal+Background

Signal

Background

Higgsの質量と生成断面積の絶対値測定　
反跳質量測定　(Recoil Mass Measurement )

Z	  ボソン崩壊後のレプトン対の運動量から	
HiggsのZH全断面積　(σZH )   	
と 質量 (MH) の精密測定	
 Zの反跳質量＝Higgs の質量	
	

Higgsの崩壊モードに依らない 	
　i.e.  モデル非依存	

LHC の測定は　断面積σ×分岐比BR	
ILCも基本的に同じ	

重要な例外は反跳質量法によるσZHの測定	
　始状態が分かるために出来る解析、ILCの希少価値 
 
 
　σZH はHiggs崩壊分岐比、結合定数、全崩
壊幅の絶対値測定のために必須	

Higgsの４元運動量 

反跳質量分布　ECM = 250 GeV    Zàμμ	

 signal:  HiggsがZàdileptonに対して反跳	

Higgsを測定しているのにHiggsを直接見ない	
è 標準模型にないHiggs崩壊でも大丈夫！	

20年間運転 から期待される精度：	

ΔgHZZ/gHZZ= 0.4%, ΔMH=14 MeV	
(ECM=250 + 350 + 500 GeV data combined)	
  Ref:  ヤンのスライド@LCWS2015	

mH=125 GeV	

[J.	  Yan	  et	  al,	  arXiv:1601.06481,]	



新物理が存在すれば、必ずHiggs結合定数（観測
値）にモデル特有のズレが生じる	  

ACFA Report

標準理論直線から
のズレが新物理の
存在を示唆する

SM

Mass-Coupling Relation

ズレのパターンから新物理のモデルを同定するた
めには非常に高精度な結合定数の測定が必要	  

ILCでしか出来ないHiggs と他の基本粒
子との結合定数の精密測定は新物理へ
の強力なプローブ

例えば、新物理
の質量を700	  
GeVと仮定した場
合、ズレ <	  5%	  

FingerPrinting: Higgsは素粒子か複合粒子か

Down型fermionのみ上向きのズレ

全体的に下向きのズレ



Model-‐dependent:	  assume	  genera]on	  universality,	  no	  BSM	  decays	  

LHCでは幾つかの仮定が必要 	
比較のために同じ仮定をILCに適用	
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ILCでのHiggs	  Couplingsの測定精度	  
	

 Higgs 結合定数 の測定精度は新物理探索に非常に重要	
新物理の影響による標準模型からのズレが統計誤差以上であれば、見えるはず 

7 parameter のLHC-型 
結合定数 fit	

ILCではLHCを3-10倍上
回る測定精度が可能！　	

Higgs	  結合定数の測定精度　：LHCとの比較 （model	  dependent）  	

•  HL-LHC 3 ab-1 
•  ILC ~8 yr   
•  ILC ~20 yr  
•  ILCとLHCのデータを合わせる	



Model-‐dependent:	  assume	  genera]on	  universality,	  no	  BSM	  decays	   30	

ILCでのHiggs	  Couplingsの測定精度	  
	

 ILCでしか出来ないモデル非依存測定においても、 
ほぼ全ての結合定数は1%以下を達成可能 

9 parameter のモデル非依存型　
結合定数 fit、LHCでは不可能	No	  assump]ons	  on	  universality	  

Vertex検出器の優
秀なb/c-tag性能 

Higgs	  結合定数の測定精度　model	  independent）  	

•  HL-LHC 3 ab-1 
•  ILC ~8 yr   
•  ILC ~20 yr  
•  ILCとLHCのデータを合わせる	

•  ECM=250-500 GeVで
全ての主要なHiggs結合定
数にアクセス可能 

•  ECM=550GeVまで上が
ればKtは3%まで改善！ 



原理的には
 X=Z or W を使える　
（対応するHiggs生成過程さえ
あれば良い）
　
ECM = 250 GeV だけでは
ZHもWW fusionも統計の
制限がある

BR(HàZZ*)〜2%　
分岐比が小さい
ΔΓtot/Γtot〜20% @ 250GeV, 250 fb-1	

BR(HàWW*)〜22%
分岐比は大きいが、250 GeVではWW fusion 断面積が小さい
ΔΓtot/Γtot〜11%  @  250GeV, 250 fb-1	

対策： 　 ECM= 350、500 GeV  のWW fusion 測定を250 GeVの反跳測定を用いて
得られた高精度な分岐比と組み合わせれば　 Γtot を精度よく求めることができる	

H20 run から　ΔΓtot /Γtot  = 1.8% の精度を期待	

Higgs 全幅の測定 Higgs結合定数を導出するためにHiggs全幅 Γtot が必要

Γtot = Γ(HàXX) / BR(HàXX) :    崩壊モードXに関して部分幅と分岐比の両方が必要

結合定数 　g2
HXX ∝ 部分幅 Γ(HàXX) = Γtot * BR(HàXX)     (BR:分岐比）
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hhh coupling�four-point coupling�

 ILCでさえ非難しい測定： 
•  生成断面積が小さい　 (~0.2 fb) 
•  終状態に多数のjet è 大量な背景事象 
•  信号振幅と区別不可能なBG振幅と干渉 
Δλ/λ = F dσ/σ   (F=0.5 if no BG) 
 F = 1.66 @ 500 GeV,  F =0.76 @ 1 TeV　 

Higgs三点結合はEWSBによって生じた
Higgs	  poten]al	  の形 を探る唯一の手段	

Higgs	  自己結合	

500 GeV , H20 run データから 
　Δλ/λ = 27% を達成可能 

•  電弱バリオジェネシス理論ではHiggs自己結合に大きなず
れ（>20%) が予想される	

•  Higgs自己結合を精密に測定できれば、物質・反物質間の
非対称性を説明できる可能性がある！	

ECM	 Int. Lumi	 Δλ/λ	

500 GeV	 0.5 ab-1	 77%	

500 GeV	 4 ab-1	 27%	

1 TeV	 2 ab-1 16% 
1 TeV	 5 ab-1 10% 

Irreducible 
BG diagrams

+

+

+

Signal
Higgsstrahlung

O(10)%の精度を目指して解析手法を改善中 
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Top Quark の物理 
 
 

Top	  quark	  は特別な存在！　SMの一番重いfermion粒子	  
Ø  EWSBの物理と深く関連	
Ø どの新物理モデルにおいて中心的な役割を果たす	
	  
例）	  
•  複合Higgs模型で	  top	  が複合粒子 à	  top	  湯川結合がSMからずれる	  

•  aZ結合の構造因子に新物理に特徴的なパターンのずれが現れる	  
	  
•  新物理が見えなくても、top質量の精密測定が標準理論の真空（我々

の宇宙）の安定性を知る鍵となる	  



•  QCD 束縛効果により生成断面積増大
@500 GeV 

 
•  H がb jet対に崩壊する事象を選別 
•  Top 崩壊で分類して解析する  
　　終状態に 8 jets / 6 jets+1 lepton / 4 jets
+2 leptons 
 
•  重要な解析ツール： 
 　b-tagging, jet pairing, isolated 
lepton finder 

Top	  湯川結合測定	

e+e- à ttH	

 ECM	  =	  500	  GeV,	  L	  =	  4	  ab-‐1	  (〜20	  yr)
で の期待精度　 Δyt	  /	  yt	  =	  6%	  	

topが複合粒子になる複合Higgs模型があるà ytがSMからずれる　　　　　	
　ytの精密測定が鍵！	

ECM	 Int. Lumi	 Δy/y	

500 GeV	 0.5 ab-1	 18%	

500 GeV	 4 ab-1	 6%	

1 TeV	 1.5 ab-1	 2%	

 ECM	  =	  500	  GeV	  à	  550	  GeV	  だけで断面
積が４倍上昇し、精度が２倍よくなる 	



ILCでのtop物理その１：　	
 top対生成のthreshold scan ètop質量の精密測定 
@ECM〜350 GeV	

　mtの精度が標準理論の真空の安定性を決定する鍵！	

　Δmt 〜　数１０MeV を期待できる	

Seidel et al. 
1303.3758 

ハドロンコライダーで得られるmtの精度 (O(GeV))よりはるかに良い	

Top pair threshold at ECM ~350 GeV 
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SMのHiggs 自己結合定数λは
Planck scale の少し手前で負に
なるà 我々の宇宙は「準安定」
の真空を持つ 6 8 10
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Figure 3: Left: SM phase diagram in terms of Higgs and top pole masses. The plane is
divided into regions of absolute stability, meta-stability, instability of the SM vacuum, and non-
perturbativity of the Higgs quartic coupling. The top Yukawa coupling becomes non-perturbative
for Mt > 230 GeV. The dotted contour-lines show the instability scale ⇤I in GeV assuming
↵3(MZ) = 0.1184. Right: Zoom in the region of the preferred experimental range of Mh and Mt

(the grey areas denote the allowed region at 1, 2, and 3�). The three boundary lines correspond
to 1-� variations of ↵3(MZ) = 0.1184±0.0007, and the grading of the colours indicates the size
of the theoretical error.

The quantity �e↵ can be extracted from the e↵ective potential at two loops [112] and is explicitly
given in appendix C.

4.3 The SM phase diagram in terms of Higgs and top masses

The two most important parameters that determine the various EW phases of the SM are the
Higgs and top-quark masses. In fig. 3 we update the phase diagram given in ref. [4] with our
improved calculation of the evolution of the Higgs quartic coupling. The regions of stability,
metastability, and instability of the EW vacuum are shown both for a broad range of Mh and
Mt, and after zooming into the region corresponding to the measured values. The uncertainty
from ↵3 and from theoretical errors are indicated by the dashed lines and the colour shading
along the borders. Also shown are contour lines of the instability scale ⇤I .

As previously noticed in ref. [4], the measured values of Mh and Mt appear to be rather
special, in the sense that they place the SM vacuum in a near-critical condition, at the border
between stability and metastability. In the neighbourhood of the measured values of Mh and
Mt, the stability condition is well approximated by

Mh > 129.6GeV + 2.0(Mt � 173.34GeV)� 0.5GeV
↵3(MZ)� 0.1184

0.0007
± 0.3GeV . (64)

The quoted uncertainty comes only from higher order perturbative corrections. Other non-
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Figure 2: Upper: RG evolution of � (left) and of �� (right) varying Mt, ↵3(MZ), Mh by
±3�. Lower: Same as above, with more “physical” normalisations. The Higgs quartic coupling
is compared with the top Yukawa and weak gauge coupling through the ratios sign(�)

p
4|�|/yt

and sign(�)
p

8|�|/g2, which correspond to the ratios of running masses mh/mt and mh/mW ,
respectively (left). The Higgs quartic �-function is shown in units of its top contribution, ��(top
contribution) = �3y4t /8⇡

2 (right). The grey shadings cover values of the RG scale above the
Planck mass MPl ⇡ 1.2⇥ 1019 GeV, and above the reduced Planck mass M̄Pl = MPl/

p
8⇡.
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[Buttazzo et al. 1307.3536]	

10^16	  GeV以下に新粒子が存在し
なければ、宇宙が崩壊する？！	

è  mt を精密に測定してはじめて
私たちの運命が分かる！	

現時点はmtの不定性によりこの外挿に
も大きな不定性を伴い、宇宙の安定性
に関してまだ何とも言えない状態 

誤差の内訳	  
(1) 理論誤差が支配的　（現在N3LOまで）	  
(2) 統計誤差：　17	  MeV	  	  	  	  (ECM	  =	  350	  GeV,	  200	  e-‐1	  )	  
その他、　ILC	  beam	  parameter	  、Beam	  spectrum	  からの系統誤差	  
Mt(1S)を理論的に取り扱いやすいMS_bar	  質量に変換する時の理論
誤差　〜10	  MeV	  



複合Higgs模型では、topが一般的に部分的に複合的	

è  ttZ/γ 結合 の構造因子のSMからのずれを測定し複合Higg
s模型にせまる	�/Z⇤

e�

e+

f̄

ft	

t	 左・右巻き ( γ/Zの寄与）を分けるために	
ビーム偏極 (ILCの強み）が必須	

36	

何通りかの観測値が必要	

観測値：　	

　各偏極状態でのTop pair 生成断面積 σ  
　非対称性  AFB,  Ahel ,  ALR   
 
これらから構造因子： 
   Fttγ

1L,   Fttγ
1R,   FttZ

1L,   FttZ
1R　を導出する 

 
•  AFB : forward – backward 非対称性 
•  Ahel :  top 偏極に関する非対称性 
•  ALR :  e+e-偏極に関する断面積の非対称性 

)topθcos(
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Figure 9: Reconstructed forward backward asymmetry together with residual Standard
Model background compared with the prediction by the event generator WHIZARD after
the application of a on �2 < 15 for the beam polarisations P, P 0 = �1,+1 as explained in
the text. Note that no correction is applied for the beam polarisations P,P 0 = +1,�1

error due to the ambiguities is expected to be significantly smaller than the statistical
error.

P ,P 0 (At

FB

)
gen.

At

FB

(�
AFB/AFB

)
stat.

[%]
�1,+1 0.339 0.326 1.8 (for P ,P 0 = �0.8,+0.3)
+1,�1 0.432 0.420 1.3 (for P ,P 0 = +0.8,�0.3)

Table 2: Statistical precisions expected for At

FB

for di↵erent beam polarisations.

7 Determination of the slope of the helicity angle distribu-
tion

The helicity approach has been suggested for top studies at Tevatron [27]. In the
rest system of the t quark, the angle of the lepton from the W boson is distributed
like:

1

�

d�

dcos✓
hel

=
1 + �

t

cos✓
hel

2
=

1

2
+ (2F

R

� 1)
cos✓

hel

2
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Amjad et al. arXiv:1307.8102 

Top角分布の再構成	  

　γ/Zの寄与の干渉は偏極によってconstruc]ve/
destruc]ve	  è	  　生成角度に非対称性が生まれる	  

ILCでのtop物理その2：　top の生成・崩壊 を利用した新物理探索 　@ECM=500 GeV	

 topの結合定数のSMからのズレのパターンが新物理を示唆する	



左右巻きのttZ/γ 結合の構造因子を測定
して複合Higgs模型にせまる	

各複合Higgs模型は左・右巻き結合のSMからのずれを予言	  

様々な新物理模型でのtopの異常結合　（新物理スケール〜1	  TeV)	  

ILCはLHCよりも多くの複合Higgs模型をexcludeできる (68%	  CL	  )	  

TOP EW COUPLINGS AT LINEAR COLLIDERS 59
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Fig. 2. – Comparison of statistical precisions on CP -conserving form factors expected at the
LHC, taken from [7] and at the ILC. The LHC results assume an integrated luminosity of L =
300 fb!1. The results for ILC assume an integrated luminosity of L = 500 fb!1 at

!
s = 500GeV

and a beam polarization P = ±0.8, P " = "0.3.

that the urgent issue to be resolved in this program is actually reducing the theoretical
uncertainties. The QCD corrections for e+e! ! tt̄ are known up to N3LO [8-10] and
the estimated theoretical uncertainties are at a per mil level. On the other hand, the
electroweak corrections are known only at one-loop level [11,12], and the estimated errors
in the cross section and in the forward-backward asymmetry are, respectively, about 5%
and 10%, which exceeds the experimental precision. An advance of the theoretical e!orts
towards this direction is most appreciable. On the other hand, knowing the origin of the
theoretical uncertainties, we may also look for new observables which receive milder elec-
troweak corrections. Indeed, as mentioned earlier, the unique angular correlations of the
top production and decay may be used to find such new observables.

" " "
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ILC 500 GeV:  
顕著な 非対称性 & 高い統計量 
構造因子の測定精度：　1%より良い 

構造因子の測定精度	  

Discrimination of various new physics models with EW top couplings. 
[1506.05992], based on [Richard, 1403.2893] 

 Ref:  arXiv:1505.06020 

	  aZ結合の
ずれ（右巻き）	  

	  aZ結合の
ずれ（左巻き）	  

aZ	  coupling	  
の精密測定	  
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新物理の探索 
 
 
•  ILCはEnergy Frontier加速器 
•  明快に定義された始状態とクリーンな実験環境を持つe+e- 

colliderとしては未踏のエネルギー領域に挑む 
•  ビーム偏極を駆使できるところはLHCに勝る 
 
 
（１）　暗黒物質の探索 
 
（２）　カラーを持たないSUSY粒子の探索 
色々な過程のうち、代表的な natural radiative SUSYを紹介する 
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•  暗黒物質（DM）は宇宙全体の約27%を占める（人工衛星の観測結果より） 
•  銀河形成や宇宙の発展に重要な役割を果たす暗黒物質の正体は未だ謎  
  
•   最有力なDM候補は一番軽い超対称粒子 
•  DM質量はILCで生成可能なエネルギー領域内にある可能性が高い 
   è ILCでその起源、存在量、詳細性質の研究を期待している 

BR(Hàinvis.) < 0.4% at 250 GeV, 1150 fb-1 

Higgs Invisible Decay Monophoton Search 

MDM < Mh /2  hard ISR 
photon tag 

BR(H->invis) がSM値からずれたらBSMを示す 

探索するDM質量はECMの半分近くまで可能 

A.Ishikawa	

暗黒物質の探索@ILC	

→ MDM の上限 ~ (Ecm –Eγ)/2 



質量	

　ILCで探索するモチベーションは？	

v  実験の観点から：　	  
大きいΔMの領域の大部分は既にLHCで排他され、	  
残るのは小さいΔMの領域　	  (ΔM=m(NLSP)-‐m(LSP)	  <O(10)GeV)	  
visible	  energy	  が少なく、信号はsobなjetやlepton	  
	  QCD	  BGの多いLHCでは探索が極めて困難　　è  ILC	  の出番	  

v  	  理論の観点から：	  	  
Naturalness 理論はO(100) GeVの軽いHiggsinoを予言 
Z質量 ~ Higgs質量 ~ Higgsino質量 
	  RNS	  model	  	  	  (Radia]vely-‐	  driven	  natural	  SUSY)	  
３つのHiggsino： χ±1,	  	  	  	  χ02,	  	  	  	  χ01	  (LSP)	  	  ：粒子間の質量差ΔMが小さい  
 
 
 
 

ILCでは軽いHiggsinoの発見が期待されている：　Higgsino mass を測定することにより、 
SUSY parameter （M1, M2, tanβ, ect..) の決定、SUSY breakingへの手掛りを得る	   40	

縮退しているmass 
spectrum 

縮退質量スペクトラムを持つ軽いHiggsino	

Chargino 対生成	 neutralino 対生成	

	  μ	  ∼	  100	  −	  300	  
GeV 



(1) 非常に小さい質量差    ΔM= 1.6 GeV (0.77 GeV)    M(χ)〜170 GeV	  

ILCのHiggsino	  benchmark	  models	  

期待精度： 
ECM=500 GeV, Lumi=500 fb-1, 
•  	  	  χ±,	  χ01	  mass	  :	  1-‐2%,	  	  	  	  	  
•  Lower	  bounds	  set	  on	  M1,	  M2	  

ΔMが小さいほど測定が困難 

ΔMが非常に小さいためhard ISR γを要求 
(ILCで初期状態がわかるので） 
•  主要BG である　2γ àff  の前方電子にptを持たせ検出器に入り排除に効く 
•  信号事象のW*やZ*の崩壊にptを持たせ、測定可能になる 

Χ+ χ- 対生成	 χ01χ02 対生成	

2*mχ:	  	  linear	  fit	

	  sqrt(s’)	  :	  ISR	  γを出した後  	

	  mχ02	  +	  mχ01	

(2) もう少し大きい質量差 　　ΔM：	  	  20	  (15)	  GeV	  	  for	  χ0	  (χ±）	  	  	  	  
Mχ±	  =	  117.8	  GeV	  	  	  	  	  Mχ02	  =	  123.98	  GeV,	  	  	  	  Mχ01(LSP)=102.70	  GeV	  	  	  	  	  
SUSY	  parameters	  :	  	  m0:	  	  7.03	  TeV,	  	  m1/2	  :	  568.3	  GeV,	  	  tanβ	  :	  1	  	  	  	  μ>0,	  	  	  	  A0	  :	  -‐1.14E4	  

	  ISR	  tagを使用しなくてもBGを排除できてシグナルも検出でき
るà統計的に有利	  

[Berggren et al. arXiv 1307.3566]	  	  

期待精度：      
 [H.	  Baer	  et	  a. arXiv:1404.7510]	   
ECM=250 GeV, Lumi=100 fb-1 
•  	  	  χ±,	  χ01	  mass	  :	  2-‐3%,	  	  	  	  	  
•  ΔM:	  	  〜	  1%	  

現在KEK（ヤン）と東大（田辺さん）が共同でfull	  ILD	  simula]on	  でECM=500	  GeVのscenarioをstudy中	  



新しいゲージ相互作用が重いゲージボソン Z’の存在を示す	
	

LHC/ILC synergy:	

• LHC ： 2 fermion対生成における新しい共鳴状態(Z’)を発見 	

              à Z’の質量が決まる	

• ILC ：　fermionの不変質量の裾に現れる干渉効果を測定	

　　　       à Z’ couplingの間接測定 à Z’ モデルと新しいゲージ理論が決まる	

　　     ビーム偏極がモデルの決定に有利：　右巻き・左巻きcouplingに分けられる	

�/Z⇤

e�

e+

f̄

f

Z’ 

Z’ mass (TeV)	
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Z’	  :	  Heavy	  Neutral	  Gauge	  Bosons	

Z’モデルの決定精度	Z’	  mass	  reach	

Z‘とleptonの間の	  
vector	  /	  axial	  coupingの決定精度	

幾つかのZ‘モデルがある	



ILCの物理が目指すもの：　	

新物理探索を通して標準理論で未解決な課題に迫る	
  　EWSBの背後の物理、Higgsは素粒子なのか、 暗黒物質、	
   バリオジェネシス、　力の大統一、真空の安定性、　　ect ……	

	
(1) 標準理論の検証から新物理を探索	
　　    ILCでしか出来ない精度でHiggsやtop quark の測定を行う	
   è　標準理論からのズレを感知して新物理を発見し、	
　　　　ズレのパターンから新物理のモデルを同定する	
	

(2) 新粒子の直接探索	
　　　超対称性粒子 、暗黒物質　 → LHCと相補的に行う	
	

•  ILCはenergy frontier のe+e-コライダー	
　　　　クリーンな実験環境と優秀な検出器のおかげで高精度な測定	
　　　　衝突エネルギーとビーム偏極を調整可能 è 特定の物理を取り出せる	

　　	

　ILCでしか出来ないものがたくさんある！	

まとめ その１	



	

•  今後のLHC、そして将来のILC自身の実験結果に従って	
　　ILCの実験計画を調整可能	

	
LHC Run 2の結果に大いに期待	

Ø  LHCで新発見があればILCで精査	

   軽ければILCで直接測定	

   重ければ間接測定：　	

　　　付随する粒子の探索、HiggsとTopの精密測定による検証	

Ø  LHCで発見がなくてもILCで新粒子発見の可能性がある 

　 
本講義の最後に持ち帰っていただきたいメッセージは　。。。。。 

まとめ　その２	



 
新物理を解明するには 

 

前代未聞の測定精度を提供する 
 

ILCが絶対に必要！！ 
 



 
ご清聴ありがとうございました 



BACKUP	
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