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•  全長31kmの加速器で各々のビームを加速 
•  重心系エネルギー(ECM) = 250 ‒ 500 GeV     
　   è 1 TeV へアップグレード可能　（加速器を50kmに延長） 
 
•  衝突点(IP)で極小なビームサイズに急収束 è 高いLuminosity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   
 
•  e- 偏極 80%、 
    e+ 偏極 30% (ベースライン） 
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素粒子同士  
電子、陽電子 
の正面衝突 
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岩手県の北上山地  
 
現場での技術設計が進行中 

3	

サイト候補	

LCCの提案 
タイムライン	

現在 2018: 建設開始予定 (9 yrs) ILC計画の方
向性決定	 2015 

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	  
laboratoryの形成	

AWLC	  2015	  (@KEK)	

これからILC実験に携わる学生さんへ：　 
国際協力による巨大な高エネルギー実験に関わると同時
に、　測定器・技術の開発に参加し実験の深部まで突入で
きる素晴らしい機会である 

2012	  
技術設計書
(TDR)の完成	
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粒子を曲げる際の放射ロスを防ぎながら高い衝突エネルギーに行ける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：　	  
実験的・理論的によく理解された素過程	  

•  背景事象（ノイズ）が低く、その除去が容易	  
	  	  　「奇麗な反応」を観測できる	  

重心系=実験室系	  
•  衝突点で初期状態のe+e-‐の全エネルギーが集約され、	  
　　そこから終状態粒子の全てが生成される	  
•  全データ取得可能　　　全崩壊モード解析可能　	  
　	
衝突エネルギーとビーム偏極を制御できる	  	  
　è	  特定の物理現象を選択できる	  

4	



線形加速器でのe-‐e+衝突	  
	  
•  重心系エネルギー	  250	  –	  500	  GeV	  (1	  TeV)	  

•  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,	  BSM,	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  colorless・invisibleな粒子も	  
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円形加速器でのpp衝突	  
	  
•  重心系エネルギー	  7-‐14	  TeV	  

•  初期状態に大きな不確定性を伴う	  

•  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が困難	  

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	

新物理探索の観点から	  
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	

新物理探索の観点から	  
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ている	

解析後	

解析後	

NBG,LHC >> NBG,ILC	

Nsig,LHC > Nsig,ILC	
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Modified	  from	  T.Tanabe’s	  slides	  



LHC:  SignalとBGの間に 6- 7桁も違う	
	
ILC:   BG / Sig 〜　100倍（解析前）	
　　　　圧倒的にBGが少ない	



中間状態を指定可能 
　e.g. 　 電子を右巻きにすると W0をオフ 
　　　　　　　　終状態のゲージ構造の情報 
 

統計量を増やす 
e.g. (Pe-,Pe+)= (-0.8, 0.3) にすると  
    W fusion のH生成断面積 σ(ννH) を2.34倍増大 
 

Background の抑制 
 電子を右巻きするとW関連BGを抑制 
 
 
 

例）smuon pair production	

P = NR − NL

NR + NL
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B /W0	

γ/Z0	

電子を右巻きにすると信号が２倍、WW	  BG大幅減	



Right / Left –handed の「割合」  fR /　fL   (fR + fL = 1) で表すと

P = fR − fL
fR + fL

= fR − fL

理想的には完全に偏極させたいけど、加速器（電子銃、陽電子源）性能の都合
で 電子は最低限  |Pe-| = 80%まで、陽電子は最大|Pe+| = 30%を予定

 例）　通所　　(Pe-, Pe+) = (- 0.8, + 0.3) 　　と表記されている場合
  e- : fL = 0.9,  fR = + 0.1   i.e.  e- のうち90%が左巻き、10%が右巻き
  e+ : fL = 0.35, fR = 0.65   i.e. e+のうち、35%が左巻き、65%が右巻き


NR(L) ：　右(左）巻きに偏極されている数P = NR − NL

NR + NL
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LHCに比べて、運動量分解能 x 10 ,  細分化 x 100、コスト同程度 	

終状態の大半がjet 、   優秀な jetエネルギー分解能	

u 崩壊点検出器 (Vertex detector)	

 細かいピクセル        崩壊点精度	

à  b, c, τ tagging	

	

u  飛跡検出器 (Tracker  + TPC)	

高いパターン認識能力      運動量分解能	

	

u カロリメータ (ECAL + HCAL)	

　超精細センサーセル、コンパクトなシャワー発展	

   各粒子のHitを認識àclustering	

	

 荷電粒子を曲げる超伝導電磁石で囲まれている	

 Charged Tracks  à Tracker 
 Photons    à ECAL 
 Neutral Hadrons  à HCAL 

概念：　Particle Flow Algorithm  
衝突点を測定器で取り囲み、各種生成粒子の特徴に最適な手法でエネル
ギーを測定する	

☆　従来の測定器を大幅に上回る測定精度	  

•  飛跡検出器のtrackをカロリメータの
clusterにつないでいく	

• Tracker はカロリメータより分解能が良い	

　できるだけ荷電粒子をtrackerで測りたい	
10	See 7/18 トークby竹下さん ILC Detector Overview 	



ILCが目指す物理	
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	  à	  top	  以外のHiggs	  coupling	

ECM = 250 GeV      (~MZ+MH+20GeV)：	

 　　Higgsstrahlung 生成断面積（σZH) のピーク付近　	

•    Higgs recoil mass 測定:   mH,  σZH、HZZ coupling のmodel independent 絶対測定　	

•    Higgs崩壊分岐比 BR (h->VV,qq,ll,invisible) 	

 　しかし一部のBRは250 GeVではまだ統計誤差が大きい	

ECM = 350 GeV      (〜MZ+MH+20GeV)：	

340-350GeV ： tt_bar 対生成threshold　　	

•  Threshold scan によるtop質量の高精度な測定 à SM真空の安定性の検証	

•  Recoil によるσZHも測定可能、精度も然程悪くない	
•  WW fusion (vvH) 断面積が大きくなる	
•  　　　HWW couplingà total width à 全てのBRを精度よく測定可能 	

ECM >= 500 GeV　(> 〜 MZ+2MH+170GeV)：	

•  ZHH 生成断面積最大　à  Higgs self-coupling	

•  ttH 生成断面積　は元々小さいがQCD補正により２倍増大 à top Yukawa coupling	

•  top対生成　à top 結合定数	
•  SUSY、DM の生成　(M < ECM/2が制限)　と詳細研究	
                     	

注）　必ずしもこのECMの順番で運転するとは限らない	  



Linear Collider の強みの１つは実験計画の柔軟性 
 
	

追求する物理に合わせて重心系エネルギーを変更できる 
(Main Linacの長さの延長、加速gradientの調整など） 

 
 

つまり、 
先行の実験結果が次の段階の運転シナリオを決める 

例）　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 
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Accumulated	  integrated	  luminosity	  vs	  Ume	  
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ECM	 IniUal	  phase	 Lumi	  upgrade	 total	

250	  GeV	 500	  E-‐1	 1500	  E-‐1	 2000	  W-‐1	

350	  GeV	 200	  E-‐1	 200	  W-‐1	

500	  GeV	 500	  E-‐1	 3500	  E-‐1	 4000	  W-‐1	

Gme	 8.1	  yrs	 10.6	  yrs	 20.2	  yrs	

v  最初の8年間 
500 GeV, 500 fb-1 
350 GeV, 200 fb-1 
250 GeV, 500 fb-1 
 
500 GeVから始める意義： 
早期から既に 
•   高い質量領域アクセスàBSM 
•   gHWW, Γtot 、tt, ttH, ZHH 測定可能 
 

v  ２０年後 
500 GeV, 4000 fb-1 
350 GeV, 200 fb-1 
250 GeV, 2000 fb-1 
 è mHとHiggs coupling  
　　の最高精度を求める！ 

ILC	  Parameters	  Joint	  Working	  Group,	  	  25	  June,	  2015	  
Full	  operaGon:	  ~50%	  of	  the	  Gme	  
Ramp	  up	  by	  year:	  10%,	  30%,	  60%,	  100%,	  …	  
Shutdown	  for	  luminosity	  upgrade:	  1.5	  year	  

実際のrun	  scenarioはLHCの結果
とILCの早期結果に依存する！	  

500 GeV で運転する時間が長い 



標準模型の徹底検証と新物理の探索	

•   ILCのe+e-衝突で宇宙創成１兆分の１秒後の高エネルギー反応を再現	

　　è  Higgs粒子と top quark の性質の精密測定、新物理の探索と詳細研究 	
　　è  微視的世界像・時空概念の変革に挑む!!	

•  標準模型の提唱以来、約５0年間にわたり加速器実験により検証されてきた	

•  標準理論の未解決の課題に迫るためには 新物理の理論が必要	
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例えば。。。。。質量の起源であるHiggs は素粒子なのか複合粒子なのか？ 	
　何故Higgsは真空に凝縮するのか？　全ての力が統一するのか？　	
　暗黒物質の正体、　物質・反物質間の非対称性　　などなど	

ILCの作戦	
	

(1) 新物理の直接探索	
　　ILCの探索領域はLHCに相補的　colorless SUSYなど	

	

(2) 新物理の間接探索	
　　Higgsとtopの性質の精密測定は強力なプローブ！	
　　各モデルが予言する結合定数の標準理論からのズレを感知する	

	
•   ILC で行う世界最高精度のtop質量測定は、	
　SMの真空の安定性を調べるためにも不可欠！	
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V=W/Z
• 　宇宙初期に無質量で自由に動き回っていたgauge boson やfermionが質量を得る
（電弱対称性が破れる）ためには、「真空に凝縮されている何か」が必要だった	

Higgs mechanism : 　質量 = 真空期待値が生じたHiggs場と物質の相互作用の強さ	

　　　　　　　　　　　　　Higgs場に素粒子が当たって「動きにくくなった」	

　現時点で、　どうやって　素粒子が質量を得たのかが分かっている	

	

• 　標準模型 (SM) では、EWSBが1つの複素スカラー２重項場によって起きた	

•   LHC実験でHiggs 粒子が発見され、その質量が測定された	

　   単純な話ではあるが、これが完全に正しいとは言いきれない	

	

未だ分からないのは EWSBの背景の　	

　　　　　　　　　　 ダイナミクス　と　構造（＝登場人物）	

• 　どうして　Higgsは真空期待値を持つのか?	

• 　Higgsは本当にSMで予言されている素粒子なのか？	

Why μ2 < 0? 	SMではμ2 を計算する手段がない è BSM	



Higgs potentialの形を説明し得る ２つの有力な新物理の派閥	

　（１）Higgs	  が素粒子の場合　　　

•  ２つ以上のHiggs２重項（拡張多重項構造）の中で、SMのHiggsに対応する h は素粒子	

•  真空期待値の要因：　radiative SUSY breaking	

 　　　重いtop やそのSUSY partner との結合の影響でμ2 が急激に減り、やがて負になる	

	  
	  
	  

　	  

	  （２）Higgs	  が複合粒子の場合　

•  強結合で閉じ込められている未知の基本粒子直接観測されない	

•  真空期待値の要因： Higgsを複合にするQCD的な強い相互作用 	

　　　 	

   pionにおけるqq-bar 閉じ込めと類似：　	

　軽いスカラー粒子pion (〜0.1 GeV)以外に重いベクトル粒子(ρ meson, 〜1 GeV)が存在する	

　と同様に、　Higgs以外の重い共鳴の存在を予言　 (à LHC で検証予定)	
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探索の対象　：　　Higgs 、top 、gauge boson性質のSMからのズレ	



以下では、ILCの期待性能を詳細に話します 
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（１）　Higgsの物理	
	
（２）　topの物理	
	
（３）　標準理論を超える新物理	



Higgs	  の物理	
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ZH dominates at  250 GeV 
(~80k ev: 250 fb-1)

vvH takes over at  500 GeV 
(~125k ev: 500 fb-1)

Production cross section

主要なHiggs生成過程	

•  ECM=250 GeVでZH 過程が支配的è	  recoil	  	  mass	  測定によるσZHとmHの測定	  
•  WW	  fusion過程はECMとともに上昇していく　è to[al	  width,	  	  ほぼ全てのcoupling	



mass 

mh 

mA 

 微小なズレを見るためにはO(1)%の精度が必要 è ILCでしか出来ない 

例 :　 MSSM (tanβ=5, radiative correction factor ≈ 1) 

heavy Higgs mass 

•  標準模型からのずれは、新物理のmass スケー ルに依存する　　	

　　　　　　　　　　　　　　　Decoupling Limit 	

•  新物理のスケールが高いほど、軽い粒子は標準模型の性質に近づ く	

　　è 新物理を感知するのにより高い測定精度を要請する  	

重いHiggs粒子が1	  TeV	  ぐらいにある場合	  
	  b	  /	  τ	  	  の湯川結合に現れるズレはわずかO(1)%	  

Decoupling Limit 	
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 間接的新物理探索の手段	



Sig + BG	
BG 	

Signal 	

ECM = 250 GeV ::   e+e- à ZH àμμH	

scaled from mH=120 GeV"

特にµµHチャンネルは測定器の最適化のた
めのbenchmark processでもある 

Zボソン崩壊後の２つのレプトンの	
kinematicsからHiggsの質量を測定	

 Zの反跳質量＝ヒッグス粒子の質量	
	
Higgsの崩壊過程に依らない i.e.  Model independent	
(1)   精密な質量測定	

(2) σZH（断面積）の絶対測定 	
　σZH は各種BR, coupling, total width の絶対値測定への鍵	
　　c.f.  LHC では全ての測定はσ×BR	

 
ILCの希少価値！ 
　始状態が分かるからこそ可能な魔法の解析 

Higgsの４元運動量 

ZH生成過程：　Recoil Mass Measurement 

7/21 : Higgs recoil のトーク：　ヤン担当 
 全エネルギーで ILC で期待精度の現実的な評価 

TDRより	



2
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ここまで、Higgs coupling の測定が如何に大事かを語ってきた

BRからcouplingを導出するためにtotal width (全崩壊幅）が必要　　　
g2

HXX ∝ Γ(HàXX) = Γtot * BR(HàXX)


Γtot を得るために少なくとも１つのモードXに関する partial width とBRのセットが必要
Γtot = Γ(HàXX) / BR(HàXX)


原理的には　X=Z or W を使える　（対応するHiggs生成過程があればcouplingもBRも測れる）
　　　しかし、　ECM = 250 GeV ではZH過程もWW fusion過程も統計の制限がある

ILCの最大の強み：Total Width and と coupling の絶対測定

BR(HàZZ*)〜2%　　なので
統計的に制限されている
ΔΓtot/Γtot〜20% for 250GeV, 250 fb-1	

BR(HàWW*)　　はより統計が高いけど
250 GeVではWW fusion 断面積がまだ小さい
ΔΓtot/Γtot〜11% for 250GeV, 250 fb-1	

対策：  ECM > = 350 GeV  のWW fusion 測定を250 GeVで得られた比較
的高精度なモードのBRと組み合わせて Γtot を精度よく求める

詳しくは次のページ
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(1)  250 GeVでrecoil mass 測定 à σZH の絶対値
     観測される各Higgs崩壊モードのevent rate R1　を　σZHで割ればいい

ILCで如何にtotal width と coupling を精度良く測るのか？ 

X= Zであれば、　　　　　　　　                   も得られる
　（対応するHiggs生成過程があればcouplingとBRの両方を測れる）

一見 Γtot をすぐに測れそう　　　しかし、物事はそう単純ではない
  250 GeVではBR(HàZZ*)の統計誤差が大きい、WW fusion断面積が小さい

Γtot =
Γ H→WW *( )
BR H→WW *( )

R2 =σννH ⋅BR H→ bb( )     →   σ
ννH =

R2

BR H→ bb( )
σ
ννH ∝ g

2 HWW *( )∝Γ H→WW *( )

R1 =σ ZH ⋅BR H→ XX( )

→   BR H→ XX( ) = R1

σ ZH

g2 HZZ( )∝Γ H→ ZZ( )

(2)  WW fusion 過程で、Hがbbに崩壊するevent rate R2 から Γ(HàWW*) を得る





  BR(HàWW*/ bb)は250 GeV or より高いECMの測定をcombineしたもの

(3)  Γtotを用いて各崩壊モードのBR測定値からcouplingを導出する
　　　　　　　　　　　　　　　　　例）これでBR(HàZZ*) も精度良く測れる BR H→ ZZ *( ) =

Γ H→ ZZ *( )
Γtot

g2 HZZ *( )∝Γ H→ ZZ *( ) はrecoil mass (σZH)測定から出る

高いECMのデータを組み合わせると統計精度が良くなる	

ようやく　
Γtot を得る



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	  

ILC ~20 years	

どんなモデルでも、	  
有意なズレを感知す
るためにはそれ以下
に統計誤差を抑える
ことがマスト！！	  

ACFA Report

Any deviation from 
the straight line 
signals BSM! 

SM

Mass-Coupling Relation

ILCでしか達成できな
い高精度で結合定数
測定し、	  
Higgsの背後にある物
理に迫る	  



Model-‐dependent:	  assume	  generaGon	  universality,	  no	  BSM	  decays	  

LHCでは幾つか仮定が必要 	
  e.g. BSMに対して(c, t) (τ,μ) は同じ
割合のシフトをする	
	
 比較のために同じ仮定を適用してILC

の精度を算出	

HL-LHC 3 ab-1 
ILC ~8 years (init. run） 
ILC ~20 years(full run) 
SYNERGY: 
Br(γγ)/Br(ZZ) by LHC 
κZ by ILC	
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ILCでのHiggs	  Couplingsの測定精度	  
	

ILCとLHCでのHiggs	  Couplingsの測定精度	  	  	  (Model-‐dependent	  )	

 Higgs coupling の測定精度は新物理探索に非常に重要	
BSMの影響によるSM値からのズレが統計誤差以上であれば、見えるはず 

H20 scenario	



ILCでは全ての主要Higgs崩壊モードアクセス可能　	

ILC ~8 years (init. run） 
ILC ~20 years(full run) 
SYNERGY: 
Br(γγ)/Br(ZZ) by LHC,   
κZ by ILC	

ILCでのHiggs	  Couplingsの測定精度	  
	  (Model-‐independent	  )	

No	  assumpGons	  on	  universality	   27	

Vertex検出器の優
秀なb/c-tag性能 

H20 scenario	

•  model independent でありなが
ら　γ、t , μ 以外の精度〜1%　
を達成	

	
•  ILCとLHCのsynergyでHγγ で

さえ〜1% 達成	



•  ECM  をわずか10%上げれば、	
 tth断面積が4倍、 top Yukawa精度が２倍改善	
	
•   500 GeVに届かなければ	
 　　or Lumi が低ければ急激に精度が悪化	

e+e- à ttH 
QCD bound-state effectsにより断面積増大@500 GeV 
 
解析する終状態：   
8 jets / 6 jets+1 lepton / (4 jets+2 leptons） 
 
主な手法： b-tagging, jet combination, lepton isolation 

ECM	 Lumi	 Δy/y	

500 GeV	 0.5 ab-1	 18%	

500 GeV	 4 ab-1	 6.3%	

550 GeV	 4 ab-1	 3%	

28	

Top	  Yukawa	  Coupling	
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 HHH coupling の難点： 
•  断面積が小さい　 (~0.2 fb) 
•  終状態に多数のjet  
•   jet を伴う多くのSM BG 
•   抑制できないBGダイアグラム　 
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Higgs三点結合(HHH)はEWSBのdynamics 
(Higgs potentialの形） を探る手段	
 
　　真空凝縮を反映	  

Higgs	  自己結合	

500 GeV (ZHH)	 1 TeV (ννHH)	

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

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%	



The Problem : BG diagrams dilute self-coupling contribution  


Irreducible 
BG diagrams

Junping Tian LC-REP-2013-003

+

+

+

+

+ +

Irreducible 
BG diagrams

Signal
WW fusion

Signal
Higgsstrahlung

BGなしでF=0.5!

HHH coupling 測定における抑制できないBGダイアグラムの干渉効果 

K.Fujii, Tsinghua, Aug 21, 2014

断面積誤差のλ
誤差への伝播 

ILC500: 
 F = +1.66 
Δλ/λ = 36% 
 
λ>1　の方が感
度が良い 	

ILC1000: 
 F = -0.76 
Δλ/λ = 10%	

500 GeV: S/N ~ 0.2-1)、1 TeV: S/N ~ 1   (2 ab-1)	

バリオン数生成モ
デルによりSMから
の大きなズレを予
言 à ILCで検証 	
	



Higgs自己結合の顕著な
ズレが予言される 
→ 1st order EW phase  
     transition  
　　→ 非平衡 

+ Higgs sectorにCPVがあれば 
→ 電弱バリオン数生成が可能 

電弱バリオン数生成が
可能な領域 

Senaha, Kanemura

宇宙のバリオン数生成は電弱スケー
ルの物理が起源か？ 
 

è  ILC のHiggs自己結合測定により
検証される　！ 

1st order 
EWPT 
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電弱バリオン数生成	  	  (Electroweak	  Baryogenesis)	

Two Higgs Doublet Modelによる電弱バリオン数生成のシナリオ 

λが少なくとも20%増大	
電弱バリオン数生成が可
能となる最小値	



top	  の物理	
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	  top  :   一番重いquark  ß   Higgs とのcouplingが一番強い	
•   top はどの新物理モデルにおいても中心的な役割を果たす	
   　e.g.   SUSYでは、Higgs場とtop / stop  の結合が対称性の破れを引き起こす	

•  top pair の生成閾値〜350 GeV 	
　à 従来ハドロンコライダーでのみ測定されてきたtop質量の精度が悪い	
　　　大量なBGのせいでtop event再構成が難しい + 理論的不確定性	

　　	

v  　ILCでは高精度なtop物理 が期待されている	
　　　e+e-コライダー à 広範囲の終状態を奇麗に観測できる	
	
	

  <  ILC の top physics program >	

  (1)  tt_bar 生成のthreshold scan　 @ECM〜350 GeV	

         top 質量を数１０MeV精度で測定可能	
	

  (2)  top の生成・崩壊 を利用した新物理探索　　 @ECM=500 GeV	

       top couplingの高精度測定が新物理に対して感度を持つ	
	

Top	  の物理	

33	



[_bar	  閾値領域　<	  10	  GeV、Γ_t	  〜1.4	  GeV	  
è	  threshold	  shape	  はハドロンコライダーでは無理	
	  
•  threshold	  scanで測定するのは	  “1S	  mass	  “	  
•  ILCでは　Δmt(1S)	  〜	  50	  MeV	  を期待	  
	  
誤差の内訳	  
(1)  threshold	  shapeの理論誤差が支配的	  
　　（現在N3LOまで）	  

(2)  統計誤差：　17	  MeV	  	  	  	  (ECM	  =	  350	  GeV,	  200	  E-‐1	  )	  
　　 　	  
その他、	  
	  ILC	  beam	  parameter	  の不確定性から少しの寄与	  
	  Beam	  spectrum	  からの系統誤差：　study中	  

Top	  の質量測定:	  threshold	  scan	

Luminosity	  spectrum込みの
simulaGon	  1年間のラン	  

Top pair threshold at ILC ~350 GeV 
理論で予測された形とILC測定のsimulaGon	  
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1S質量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	  
	  (HL-‐LHCだと	  500	  MeV程度)	  
 
New development, 4-loop prediction 
Marquard, Smirnov, Smirnov, Steinhauser 1502.01030	

	  Seidel,	  Simon,	  Tesar,	  Poss,	  EPJ	  C73	  (2013)	

Horiguchi	  et	  al.	  arXiv:1310.0563	



•  top	  質量は様々なSMパラメータを左右する	
　　例）  Δmt	  =	  600	  MeV	  は ΔmW　〜	  5	  MeV	  	  に相当	  	  
　　　　　à新物理への感度の限界	

•  高精度なtop	  質量は宇宙の運命を知る鍵となる	  
•  　真空の（不）安定性　：　SMの予想不可能な展開（？）	  
•  10^16	  GeV以下に新粒子が存在しなければ、	  
　　　Higgs場potenGal（λ）が高エネルギーで負になる	
•  宇宙が不安定になり、Higgsの本当の最小点に対する真空

期待値が巨大lかもしれない	  

Top	  の質量測定:	  threshold	  scan	

arXiv:1205.6497, Degrassi et al. 

ILC 3σ

mH=125GeV à SM真空はmeta-stable 

mtが171.1	  GeVを超えれば不安定	  
現時点での測定値より2GeV低い！！	  

真空の不安定性はHiggs場とtopの相互作用と密接に関連	

 λ は本当にPlanck scale以下で負
になるのか　？　　or λ(ΛPl) = 0?	

è top質量を測定して分かる	
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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form factor がSMからずれる　è ILC で測定	

BSMがtop	  物理へ与える影響	

�/Z⇤

e�

e+

f̄

ft	

t	 ZとγはW3	  とB	  のmixing	  なので右巻き電子にするとW3の
寄与を抑制し、Zの寄与が弱まる	  

左・右巻きcoupling ( γ/Zの寄与）を分けるために、ビーム偏極が必須	

	  γの寄与	 Zの寄与	 \γ	 \Z	

(e-‐L,	  e-‐R)	 不変	 増	 不変	 増	

(e-‐R	  ,e+L)	 不変	 減	 不変	 減	

ILCの強み	

各複合Higgs模型は左・右巻きcouplingのSM
からのずれを予言している	  
	  
このうち、どれをexcludeできるのか？	  
è	  [Z	  coupling	  の測定精度に依る　！	  

左・右巻きの[Z	  coupling	  のSMからのズレ	  
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幾つもForm 
factor あるので、
何通りかの観測
値が必要	



各偏極状態でのttZ / ttγ結合を測定する	
Top pair の生成断面積 σ と  
非対称性  AFB,  Ahel ,  ALR  (=観測値)  から 
 form factors  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 

BSMがtop	  物理へ与える影響	
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-1 -0.5 0 0.5 1

1000

2000

3000

4000

5000
L
+eR

-e
R
+eL

-e
2χReconstructed with cut on 

SM Background
Generator - Whizard

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:
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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 
Form factor 精度：　1%より良い 

Reconstructed	  top	  	  angle	  

Form	  factor	  precision	  

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

左・右巻きの[Z	  coupling	  のSMからのズレ	  

s-‐channel	  top対生成における　γ/Zの寄与の干渉
は偏極によってconstrucGve/destrucGveだったり
する  è	  　生成角度に非対称性が生まれる	  



標準模型を超える新物理	
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•  人工衛星の観測結果により、既知の物質によるエネルギーは宇宙全体の 5% 未満。 
　　残りは約27%が暗黒物質、約68%が暗黒エネルギー（宇宙の加速膨張の原因） 

•  銀河形成や宇宙の発展に重要な役割を果たす暗黒物質(DM)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 
•  ILCでDMを人工的に生成させ、その起源、存在量、詳細性質の研究を期待している 
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ILCでのWIMP探索    Weak	  InteracUng	  Massive	  ParUcles	

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

→ MDM の上限 ~ (Ecm –Eγ)/2 

Higgs Invisible Decay Monophoton Search 

SUSYがSUSY粒子とSM粒子
に崩壊するので、DM が１つの
charged partner を伴う　	

 e.g. Wino, Higgsino	

R-parity保存する	

MDM < Mh /2  hard ISR 
photon tag 

BR(H->invis) がSM値からずれたらBSMを示す 

ILCでのWIMP探索はDM
の直接探索に相補的 

A.Ishikawa	



Benchmark models :  
　m(NLSP) – M(LSP) = 1.6 GeV  (0.77 GeV) 

√s=500 GeV, Lumi=500 fb-1, P(e-,e+)=(-0.8,+0.3) 
LSP mass resolution ~1% 

�(e+e� � �̃+
1 �̃�

1 ) = 78.7 (77.0) fb
�M = 1.60 (0.77) GeV
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Higgsino-‐dominant	  chargino	  /nuetralinoè DM	  へ崩壊	

ILCで初期状態が分かる
からISR tagを使える！ 

Chargino 対生成	

neutralino 対生成	

HiggsinoがLSPへ崩壊 

M. Berggren et al. EPJ C73 (2013) 2660 [arXiv:1307.3566] 

2*mχ:	  	  linear	  fit	

	  sqrt(s’)	  :	  ISR	  γを出した後の重心系E	  	  	

ISR γの存在意義： 
•  W*崩壊物粒子がptを持ち、測定可能になる 
　　2γ BG由来の前方電子がptを持ち、排除に効く 

•  ΔMが小さい（LSPが重い）ほど測定が困難 

	  mχ02	  +	  mχ01	



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 + Z’ モデル、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の物理の目指すもの：　新物理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SM的素粒子なのか、力の大統一、真空の安定性、DM …… 

•  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 
 
•  各新物理モデルがHiggsと top の結合定数に特有のズレを予言する 
   è ILCで結合定数の高精度測定を用いて新物理の存在を感知する 

•  ILCでしか出来ないもの 
Ø  Higgs生成断面積と結合定数のmodel independent 測定 
Ø  top 質量の高精度測定　と　top 結合定数 
Ø  LHCに相補的な新物理の直接・間接探索 

•  今後のLHCやILC自身の実験結果に従ってILCの実験計画を調整可能 

　　 
本講義の最後に持ち帰っていただきたいメッセージは　。。。。。 

Summary	



 
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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SMに残る幾つかの問題
を解決する	

•  階層性問題	

•  大統一の可能性	

•  Dark matter の候補	

　　。。。。。。。。	



ILC	  では、宇宙初期のO(100)	  GeVのエネルギーの時
代の結合定数の値を推測する	  
	  
標準理論の範囲内では、	  
３つの力の強さはエネルギーとともに変化し近づい
ていくが一点での統一は起きない	  
	  
	
ところが、超対称性(SUSY)を仮定すると、エネル
ギーと力の関係が変化して、３つの力が超高エネル
ギー（1016	  GeV	  近辺）で同じ強さになり、力の大統一
が実現する	
	  
	
重力との 超大統一はさらに高いPlanck	  Scale	  （1019	  
GeV	  近辺）で起きると期待される	



•  ILCでは全ての主要Higgs崩壊モードアクセス可能　	
•  model independent でありながら	
　 　γ、t , μ 以外の精度〜1%　を達成	
	
•  ILCとLHCのsynergyでhγγ でさえ〜1%達成	ILC ~8 years (init. run） 

ILC ~20 years(full run) 
SYNERGY: 
Br(γγ)/Br(ZZ) by LHC,   
κZ by ILC	

ILCでのHiggs	  Couplingsの測定精度	  
	  (Model-‐independent	  )	

No	  assumpGons	  on	  universality	  

統計を貯めると精度ますますアップ 
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Vertex検出器の優
秀なb/c-tag性能 



σ×BR BR g
coupling

Γtot
total width

σ
from recoil mass 実際、Γtotの高精度測定に

WW-fusionが必要 
→ Ecm > 350GeV recoil mass測定のおかげ

でσ×BR 測定の他に 
σZHの絶対断面積を測定

可能　	

 event rate	

 Higgs Coupling 測定の概念図	
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−20% −80% −60% −40% 40% 60% 80% 20% 

20% 

10% 

−10% 

−20% 

Impact	  of	  BSM	  on	  Top	  Sector	  

Deviations for different models for new physics scale at ~1 TeV. 
Based on F. Richard, arXiv:1403.2893 

Composite Higgs with SO(5)/SO(4) 
RS warped with Hosotani mechanism 

RS with Custodial SU(2) 

Little Higgs 

Composite Top 

AdS5 with Custodial O(3) 

RS with SU(2)R×SU(2)L×U(1)X 

5D Emergent 

HL-LHC 3000 fb-1 (approx.) 68%CL 
Based on Baur, Juste, Orr, Rainwater, 
PRD71, 054013 (2005) 

ILC, √s = 500 GeV 
Lumi = 500 fb-1 

In composite Higgs models, it is often said that the top quark is partially composite, 
resulting in form factors in ttZ couplings, which can be measured at ILC.   Beam 
polarization is essential to distinguish the left- and right-handed couplings.

SM / SUSY 
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Deviation in ttZ coupling 
of left-handed top quark 

Deviation in ttZ coupling 
of right-handed top quark 

with the power of 
beam polarization 



Top Yukawa Coupling 
The largest among matter fermions, but not yet directly observed 


5
3	  

A factor of 2 enhancement from QCD 
bound-state effects"

Tony Price, LCWS12"

Cross section maximum at around Ecm 
= 800GeV"

Philipp Roloff, LCWS12 "

Tony Price, LCWS12"

Notice σ(500+20GeV)/σ(500GeV) ~ 2"
Moving up a little bit helps significantly!"

H-> bb"

scaled from mH=120 GeV"

DBD Full Simulation"



Power of Beam Polarization
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W+W- (Largest SM BG in SUSY 
searches)

Slepton Pair

Chargino Pair

BG Suppression

Decomposition

Signal Enhancement

WW-fusion Higgs Prod.
ILC 

Pol (e-) -0.8 
Pol (e+) +0.3 
(σ/σ0)vvH 1.8x1.3=2.34 
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Systematic Errors

arXiv: 1310.0763

Model-independent Global Fit for Couplings  
33 σxBR measurements (Yi) and σZH (Y34,35) 

ILC’s precisions will eventually reach sub-% level! "



Higgs	  Hadronic	  Decays:	  Flavor	  Tagging	  

c mis-id 

uds mis-id 

uds mis-id 

b mis-id 

b-jet tagging c-jet tagging 

Zàqq, ECM=91.2 GeV, ILD Full Simulation [Suehara, TT] 

ILC detectors allow high performance b/c/g tagging 
Precise measurement of BR(Hàbb, cc, gg) 56	  



Bino-like LSP Wino-like LSP Higgsino-like LSP 

LSP/NLSP typically degenerate 
(depends on mixing) 

SUSY	  Electroweak	  Sector	  

57	
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What observables limit the coupling precisions?

Both ZH and ννH 
productions matter!

The 4 most important ones

For more details, see J.Tian @ Tokusui Workshop 2013

Y1 : recoil mass
Y2 : WW-fusion h→bb
Y3 : higgsstrahlung h→bb
Y4 : WW-fusion h→WW*
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SUSY	  EW	  ProducUon	  

For LHC: 

For ILC: 

Decays: 

Higgs! 



Higgsinos in Natural SUSY (ΔM<a few GeV)

6
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EPJC (2013) 73:2660

2×Mχ 

Only very soft particles in the final 
states → Require a hard ISR to kill 
huge two-photon BG!

ISR Tagging

2×Mχ 

500fb-1 @ Ecm=500GeV"
Pol (e+,e-) = (+0.3,-0.8) and (-0.3,+0.8)"

ILC as a Higgsino Factory"ISR Tagging
soft 
tracks, 
photons 

ISR 
photon 
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Higgsino	  とneutralino	  の
崩壊モード	

64	

Chargino selection:  semileptonic events 
(to separate from neutralino) 
 
 main BG: tau pairs 
  ee/eγ/γγ àtautau 
 
Cleanest signature:  
chargino decay to a single π± 
dM770 : 35% 
dM1600: (larger mass difference) : 11% 
 so include π±π0 also à rise to 30%	

Neutralino selection: 　decay to γ+ LSP 
dM770: 74% 
dM1600: 24%  
(hadronic decay dominate) 
 
Select events with only γ in final state 
Veto reconstructed leptons and hadrons 
Soft γ : cosθ < 0.85 
If more than 2, select higher Pt 
 
Use approximation of equal mass between 
χ01 and χ02  (below resolution)	



その他のメモ	
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最終的に mH の精度(last 250 GeV run) がHàWW*を通してtotal width や全couplingの精度に効い
て来る 
mH の50 MeVが　HWW* partial width の0.5%  (syst error) 
 
Composite Higgs : 
QCD ßà vacuum condensate 
  どうしてµ^2 が収束しないかを説明する 
どうしてHiggs が軽いのか？ Naturalness 
 
 
LHC: colored SUSY (quarkのsuper partner) 
ILC:  colorless SUSY (W,Zのsuper partner,  Higgsino) 
 
Higgs self coupling ではjetを伴うttbar BG が主要 
Jet isolation が難しい 
B-jet IDの性能　  (c, uds とのconfusion) 
 
Z’	
ILCでtwo-fermion processの精密測定を利用して新しいゲージボソンを探索する	
e+e- --> ll, qq 
SMの断面積との干渉効果	
力の大統一にも関与する	
ビーム偏極を利用して各場合の左巻きと右巻きcouplingを測定する	
共鳴が見えなくてもILCではlower boundを7 TeVでつけられる	
Z‘の性質 --> 新しいゲージ理論を定められる	
Z‘のSM 値は理論的に 0.1%で分かっているので　　Z’ mass ＞＞ECMでも感度がある	


