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標準模型

(摂動論的)QCD

加速器物理 (包括過程, ジェット, トップ)
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標準模型 = ゲージ理論 + 対称性の自発的破れ

ゲージ理論 : 

対称性の自発的破れ : 

BEH機構 : ゲージ場に質量を与え、

新たなスカラー粒子

(ヒッグス粒子)の存在を予言する。
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ゲージ理論 (Yang-Mills理論)

強い相互作用 ↔ SU(3)c

弱い相互作用+電磁相互作用 ↔ SU(2)L×U(1)Y
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対称性の自発的破れ

ヒッグス (Brout-Englert-Higgs)機構: 

ゲージ場に質量を与え、相互作用を

短距離間に留める。新たなスカラー粒子

を予言→ 2012年LHCで発見

真空が対称性を破る。

→場の凝縮した真空(真空期待値)。

カイラル対称性, ヒッグス機構, BCS理論,,,
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標準模型の問題点(不満点)

•世代の謎 : なぜ3世代あるのか?

•フレーバー構造 : 新たな対称性?

•電荷の量子化→大統一理論?

•ヒッグス粒子の質量→ヒエラルキー問題 → TeVスケール新物理?

標準模型を超える物理

•ニュートリノ質量 :

•暗黒物質(暗黒エネルギー) :

•宇宙のバリオン非対称性 :

•インフレーション :

•強い相互作用のCP問題
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フェルミオンの質量 : カイラル対称性

ゲージ場の質量 : ゲージ対称性

質量を小さく抑える機構 :

一方、ヒッグス粒子の質量を小さく抑える機構は

標準模型には内在していない。

ヒエラルキー問題 : なぜ、ヒッグス粒子の質量は、

125GeV (~電弱スケール)なのか?

標準模型における質量のスケールM ~ g*v   [v = 256 GeV]

新しい対称性?
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→クォークとレプトンの統一(?)
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• ILCは、ヒッグス粒子の結合定数の精密測定、

トップクォーク質量の精密測定、暗黒物質等の

探索等を通じて、これらの謎に対する解答を

我々に与えてくれると期待している。

•また、アイディアを持った理論屋は、これか

らもどんどん信じられないような理論を提唱し

て、我々を惑わせ、楽しませてくれるはず。

•理論の予言を実験観測と比較するためには、

新しいアイディアや大変な計算を必要とする、

現象論的研究も欠かせない。

そこには、QCDがいたるところに顔を出す。
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摂動論的QCD
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QCD (Quantum Chromo Dynamics) 

= 強い相互作用を記述する理論

SU(3)C非可換ゲージ理論

Lagrangian: 

Coupling constant: 

Gluon field strength:

ψ : クォーク場

Aµ : グルーオン場(ゲージ場)
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クォーククォーククォーククォーク :

基本表現 (カラー自由度3), 

(アップ型、ダウン型)× 3世代

フレーバーブラインド

グルーオングルーオングルーオングルーオン :

ゲージ場, アジョイント表現

(カラー自由度8)

カラー荷(QCDの保存電荷)を持った粒子 : 
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QCDにおける相互作用 (Feynman rule): 

q-q-g

g-g-g

g-g-g-g
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繰り込み群方程式:

漸近自由性漸近自由性漸近自由性漸近自由性 (1973)増加増加増加増加 減少減少減少減少

2004年度ノーベル物理学賞年度ノーベル物理学賞年度ノーベル物理学賞年度ノーベル物理学賞

｢｢｢｢強い相互作用の理論における、強い相互作用の理論における、強い相互作用の理論における、強い相互作用の理論における、

漸近自由性の発見」漸近自由性の発見」漸近自由性の発見」漸近自由性の発見」

D.J.Gross, H.D.Politzer and F.Wilczek
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2012 W.A. (N3LO, MSbar) : 

Bethke (‘12)
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低エネルギー低エネルギー低エネルギー低エネルギー = 強結合強結合強結合強結合

束縛状態、カラー閉じ込め、

高エネルギー高エネルギー高エネルギー高エネルギー = 弱結合弱結合弱結合弱結合

パートン描像、摂動展開
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ハドロン
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ハドロンのフレーバー分類 : 

軽ハドロン : (u,d,s)を基底としたフレーバーSU(3)で記述

重ハドロン : c, bを含む。

トップクォークはハドロンを構成しない。
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パートン模型 : 

ハドロンの高エネルギー散乱は、ハドロン内に存在する

自由粒子(パートン)の散乱のインコヒーレントな重ね合わせ。

パ
ー
ト
ン
分
布
関
数

パートン模型＝摂動QCDの第ゼロ近似 (漸近的自由性, Bjorken Scaling則)

摂動摂動摂動摂動QCD = 因子化定理に基づいた定式化、系統的計算手法 (Scalingの破れ)
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摂動QCDの考え方: 

•高エネルギー散乱現象では、初めからパートンを用いて、

小さな結合定数で計算すれば、摂動収束が良いはず。

•実際の観測(ハドロン)との対応は自明でないが、

対応が付く物理量のみが意味があると考える。

キーポイント :赤外発散
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e+e-
対消滅過程 : 

ハドロン化
パートン分岐ハードプロセス

摂動QCD
パートンシャワー

(マルコフ過程)
非摂動QCD(モデル計算)

h
a

d
ro

n
s

Webber
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赤外発散 = Soft発散 + Collinear発散

例) 電子の散乱 (QED,1-loop)

この積分は、|k|~0でLog発散している。(Soft発散)

更に、電子の質量をゼロに取ると、

となり、電子と光子が平行のときに新たな発散が生じる。

(Collinear発散、または、質量特異性)
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• Soft発散発散発散発散は、|k|~0の光子の放出を考慮することによって、キャンセル

する。(Bloch-Nordsieckの定理の定理の定理の定理)

検出器の分解能より小さいエネルギーの光子の放出は区別出来ない。

観測する断面積としては、これらの和を考えるべき。

• Collinear発散発散発散発散は、質量ゼロの粒子が平行な2つの質量ゼロの粒子に移れる

ことに起因する。QEDの場合は、電子に質量があり、結合定数が小さいの

で問題ない。

QCDの場合は、クォークを質量ゼロとして扱い、グルーオンの3点結合もあ

るので、問題になる。結合定数も大きい。
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Kinoshita-Lee-Nauenbergの定理:

エネルギー的に縮退した全ての始・終状態についての和を取ると、

質量特異性は摂動の各次数で消える。

→ IR Safeな物理量の定義

R-ratio (Drell ratio) :

µ

µ

2 2

包括過程 :
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摂動QCDでは、(低次項では)クォーク対生成から始まるパート

ン生成過程で表される。

⇒

それぞれのパートン生成断面積は赤外発散しているが、

その和は摂動各次数で有限。

パートンが最終的にどのようなハドロンの状態になるかは気にしない。

＋
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R-ratio (Drell ratio) :

PDG

実験測定:   鋭い共鳴と連続状態

適当な区間で均した値が、

摂動計算と比較可能。

(Poggio,Quinn,Weinberg)
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PDG

⇒ Nc = 3 !!

低エネルギーでの振る舞い : 
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PDG

note : M(D0)=1.865GeV

Charm threshold : 
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PDG

note : M(B±)=5.28GeV

Bottom threshold : 
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QCDジェットの物理
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e+e-
対消滅過程 : 

ハドロン化
パートン分岐ハードプロセス

摂動QCD
パートンシャワー

(マルコフ過程)
非摂動QCD(モデル計算)

h
a

d
ro

n
s

Webber
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•パートン分岐は、soft/collinearな位相空間が支配的になり、

バーチャリティが十分小さくなるまで繰り返す。

• Infraredなパートン分岐に影響されないエネルギーの流れ(ジェット)

を定義する。

•適切なジェットの定義のもとで、

N-ジェット生成断面積が摂動QCDによって計算出来る。

• Soft-Collinear branching : 
j

ki

パートン分岐関数

パートンシャワー

による記述
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ジェットアルゴリズム :

• Coneアルゴリズム: MidCone, SISCone,,,

• Clusteringアルゴリズム: Durham, Cambridge/Aachen, anti-kT,,,

• Sterman-Weinberg Jet:

角度δの範囲の中の運動量を足し上げる。
(エネルギーの範囲に幅を持たせる。)

2-jet 生成断面積:

(ハドロン運動量を用いてパートン運動量を再現する。)

IR-safeな運動量の流れを定義して、実験と理論の比較を可能にする。
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Two-jet events : 

→ spin-1/2 nature of quarks
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Three-jet events : 

→ gluon emission from quarks

→ spin-1 nature of gluon
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Four-jet events : 

→ gluon self couplings

→ non-abelian nature of gluon interactions
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• It’s really SU(3) !! 

SU(N)

様々な群でカラー因子をチェック
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• Quark jet vs. Gluon jet

Gallicchio, Schrartz (11)

gluon jetは、quark jetより、

多くの粒子を含み、より太くなりやすい。

Jet shape変数: 
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トップクォークの話 (主に質量)
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Top-quark : 

トップクォーク

• 1995年にTevatron実験で発見

•質量が他のクォークに比べて非常に重い

•ハドロン化する前に崩壊する

• ヒッグス場との大きな湯川結合 (yt~1)  → EWSBに関係がある?
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• RGE of Higgs quartic coupling 

mt is important to calculate the scale at 

which the SM breaks down.

トップクォーク(質量)への興味

• Higgs mass in the MSSM
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トップクォーク質量測定
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トップクォーク質量測定

First Tevatron + LHC combination result (arXiv:1403.4427)
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: lepton + ET + 4-jets (2 b-tagged)/

トップクォーク質量測定

ハドロンコライダーでの質量測定で、最も精度良いのはbjj不変質量分布

(実際の解析には、Template method, ME method などが用いられている)
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• bjjの不変質量のピークは、

トップクォークのポール質量の値か? No !!

•カラーを持たないハドロンの運動量をどれだ

け正確に測れたとしても、カラーを持った

クォークの質量になることは決してない。

•ハドロンコライダーでは、更に、Initial-State

Radiation, Underlying Eventなどの寄与が加わる。

/

トップクォーク質量測定



47

Pole mass : 

MSbar mass : 

プロパゲーターの極の位置として定義される、物理的な質量の定義。

しかし、クォークは閉じ込められていて、フリーなクォークは現実的には

存在しないので、pole質量にこだわる必要はない。

(pole質量を用いた摂動計算は、収束性が悪いことが知られている。)

発散項(+幾何学的因子)のみを引き算して定義する、unphysicalな質量の定義。

単なる理論のパラメーター。繰り込みスケールに依存する。

高次補正の計算には適している。

Threshold masses : クォーク対の束縛状態を記述するのに適した定義。

クォーク質量の定義について

•有限繰り込みによって、摂動の各次数での対応関係は知られている。
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それぞれ定義の間の対応関係は、摂動の各次数で計算可能 (有限繰り込み)

• Jagerlehner,Kalmykov,Kniehl (12)

EW補正もMSbarスキームで計算すると、

topの”MSbar質量”は、pole質量よりも重い。

ただし、湯川結合の値は変わらない

one-loop level例えば、

クォーク質量の定義について
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1. EW Precision Measurementsで質量を決める。

•得られる質量の定義が明確

(理論計算に使ったスキーム)。

• Pole massよりもMSbar massの方が、

摂動の収束性が良い。

•他のBSM寄与の存在を無視。

トップクォーク質量測定

ρパラメータへは、top質量は2次で、Higgs質量はlogで効く。

今後重要になる課題 :  理論的に明確に定義された質量の実験測定
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2. トップ対生成断面積から質量を決定する。

摂動補正の収束性は、MSbarが良い。

PDFやαsの不定性、測定誤差が直接影響する。

known up to NNLO
Barnreuther,Czakon,Mitov (12), 

Czakon,Fiedler,Mitov (13)

トップクォーク質量測定

Langenfeld,Moch,Uwer (07)

Alekhin,Djouadi,Moch(12)   [NNLO, MSTW08]

Mpole = 173.4±2.4 GeV [CDF&D0],

176.4±2.4 GeV [ATLAS&CMS]

MMS = 163.2±2.4 GeV [CDF&D0], 

166.0±2.4 GeV [ATLAS&CMS]

CMS 1307.1907 

CMS [NNLO,MSTW2008]

Mpole = 177.9±3.1 GeV
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3. その他の新しい手法 (質量の定義が明確で無いものも含む)

• Kinematical Endpoint (MT2)

• B-hadron lifetime (Lxy)

• J/ψ method 

• tt + 1-jet invariant-mass distribution

• Leptonic observable methods

CMS-PAS-TOP-12-030

CMS, EPJC73,2494

Hill,Incandela,Lamb (05)

Kharchilava (00)

Alioli et. al (13)

Agashe,Franceschini,Kim (13), 

Kawabata,Shimizu,Sumino,HY (14),

Frixione,Mitov (14)

トップクォーク質量測定
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Threshold scan at the ILC

ILC実験での対生成断面積の測定

Threshold Scan : しきい値付近での生成断面積の変化を見る

•トップクォーク対の束縛状態の形成による、

共鳴ピークの存在。

•ピークの位置、形、大きさなどの測定に

よって、mt,  Γt, αsの値が精密に決定できる。

(更に、トップ湯川結合の効果も)

• Multi-parameter fit Martinez,Miquel (03)

(有限繰り込み@3-loop)
→ revised by Horiguchi et al (13)
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トップクォークの束縛状態

•トップクォーク対の束縛状態を記述する

シュレディンガー方程式 :

• QCDポテンシャル : 

•束縛エネルギー :

トップクォークが崩壊するまでに、束縛状態を形成する時間が少しだけある。

(湯川ポテンシャル = Higgs粒子交換の効果も結構ある)

• NRQCDに基づいたシステマティックな定式化 [NNLO(~2000), NNNLO(~2013?)]

25% 10% (?)
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EPJC2(2000)1 

Hoang et.al.Synopsis of NNLO results (NRQCD)

• Peak positionの予言は、

数10 MeV程度の不定性

→質量測定の精度

• Normalizationの不定性は、

~25%程度残っている。

αsとv(速度)を

展開パラメータにとる

• LO → NLO→ NNLO
(点線)        (破線) (実線)
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NNLL Resummation : 
Hoang, Stahlhofen (11)

resummation of ultrasoft logarithm

Beneke, Kiyo, Schuller (08, 13)

Complete NNNLO calculation almost done

Can by improved by NNNLL resummation?

NNNLO calculation : 

さらなる発展
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まとめ : 

•加速器における高エネルギー散乱現象は、レプトンコライダーであっても、

多数のハドロンの生成を伴い、その現象はQCDによって理解される。

• QCDを摂動的に用いるには、摂動論の適応出来る物理量を定義し、

それに対して、クォークグルーオンを用いた計算を行う。

•摂動論で取り扱える物理量を定義する際に重要な概念となるのが、

赤外発散とその相殺である。

•赤外有限な物理量として、包括過程、ジェットを用いた物理を説明した。

•トップクォークについて、特に質量の定義、測定法について外観した。
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