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内容	

•  イントロ：対称性の破れとヒッグス機構	
•  標準理論のヒッグスセクター	
•  ヒッグス粒子の発見（何が明らかになったか）	
•  何が解っていないか	
•  加速器実験での検証（ILCの必要性）	
•  まとめ	



Mass	of	par)cles	

ラグランジアン：素粒子質量は 0	(ゲージ、カイラル対称性)　　　　	
電弱対称性の破れにより真空によって質量が与えられる	

Te
ra
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al
e	Neutrino	Masses	



ヒッグスとはなにか	

•  標準理論はゲージ理論	
	

	
	
•  電弱対称性の自発的破れを引き	
　 起こす秩序変数になる場が必要	

•  大統一への道の第一歩（電弱統合）	

SU(3)C	×	SU(2)L	×U(1)Y			
						
	U(1)em	

ヒッグス	=	電弱相転移を引き起こす実体	

アイソスピン	 ハイバー荷	カラー	

電磁力	
真空期待値	
弱い相互作用	

核力	 EWSB	



力の	

全統一	

量子
重力	

重力	

大統一
理論	

電弱相互
作用	

電磁力	

弱い力	

強い力
（核力）	

力（相互作用）の統一	

１０１５GeV 	

１０１９GeV	

１００GeV 	

原子、分子	
化学反応	
光（電磁波）	

短距離力	
ニュートリノ	
原子核の	
Β崩壊等 	

原子核の大	
きさ程度の	
短距離力	
電磁力より	
強い	
	

万有引力	
一般相対論	
星、銀河	
未だ古典論	
	

未検証エリア	

電弱対称性	
の自発的破れ	
（ヒッグス）	



標準理論の場合	
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暫定的に SU(2)	二重項スカラー場 Φ
(I=1/2,	Y=1)１個を導入		

仮定 μ2	<	0	 電弱対称性の	
自発的破れ	⇒	

mh
2	=	2	λ	v2	 軽いヒッグス　→　弱結合	

重いヒッグス　→　強結合	

自己結合定数	 真空期待値	ヒッグス粒子の質量	



ヒッグスとはなにか	
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全ての粒子と結合	
電弱対称性の自発的破れ			
真空凝縮 v	(=246GeV)					ローレンツスカラー	

	
	 mW	=	g	v	

mq,l	=	Yq,l	v	
mν	=		Cν	v2/M	

ヒッグス	=	素粒子質量の起源	

ヒッグス機構	

湯川結合	

次元5演算子	

弱ゲージ場	

クォーク・	
荷電レプトン	

ニュートリノ	



Higgs	is	the	Origin	of	Mass	
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Higgs	is	the	Origin	of	Mass	
Masses	of	all	parLcles	come	from	vacuum!	

	

	
		
	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

Ｈ	

f	

f	

f	

f	

W	

W	

W	

W	

W	

W	

v	

v	

v	

v	

v	v	

v	

Yukawa		
Coupling	

Gauge	
InteracLon	

Self-interacLon	

3-point	coupling	 Mass	

電弱対称性の破れ	
に伴う新しい３点結合	



ヒッグスとはなにか	
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WL
+WL

−　弾性散乱	

a0(WL
+WL

−→WL
+WL

−)	≈		A	E4		+	B	E2	+	C		　(E→∞)	

A=0	はゲージ対称性で保証	

|a0|	<	1		→	|C	|	<	1			⇒		mh	<	1	TeV	標準理論	

A,	B	≠	0　ならユニタリティは破れる	

ヒッグス場 H	があると E2	の項を
キャンセルして B	=	0	となる	

ヒッグス場 H	はユニタリティ	
を保持する役目を持つ	

Lee,	Quigg,	Thacker	(1977)	



ヒッグスの発見(2012)	
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質量	125	GeV	

This	is	really	a	Higgs!	

結合  gg,	γγ,	ZZ,	WW,	ττ,	(@,	bb),	…	
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Higgs	Mass	indicated	by	LEP/SLC			

New	Par)cle！	ATLAS/CMS	July	2012	

スピン・パリティ　０+	

見つかったヒッグスは	
標準理論の予言と一致	 Englert/Higgs	

2013	



What	a	coincidence! 
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PredicLon	in	the	SM		
with	one	Higgs	doublet	

ゲージ結合と	
湯川結合	
の存在確認	
以上の成果	

標準理論の最大の特徴：　スケールが真空期待値1個	(v=246	GeV)	



標準理論は正しかった	

•  この考えを推し進めて
みると超高エネルギー
領域で何が言えるか	

•  繰り込み群方程式の解
析で λ	結合の高エネル
ギーでの値を調べる	

•  λ	がマイナス（真空不安
定）になるのは1010GeV
か1019GeVの間	 山口さんのナイトセッション	

磯さんのトーク	

重要：　ILCでトップ質量が精密測定されると不定性は大幅に縮まる	



負のλでも準安定な真空	
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電弱真空の崩壊率	
(トンネル効果)	

	λ(ht)	=	−	0.01	➡︎		τU	<<	τEW			 準安定	

EW	vacuum	

tunneling	

Meta-stable	

宇宙の運命は宇宙年齢(τU)と電弱真空の寿命(τEW)とのバランスで決まる	

	λ(ht)	=	−	0.05	➡		τU	>	τEW		 危険!	



Are	we	standing	on	the	edge?	

	125GeV	は微妙な値	
真空は準安定	

arXiv:1205.6497,	Degrassi	et	al	

CondiLon	of	meta-stability		
is	saLsfied.		 τU		<<	τEW	



ヒッグスについて解っていないこと	

•  標準理論的なヒッグス粒子は在ったが。。	
•  ヒッグスセクターは依然として未知	

– ヒッグス場の正体	
– ヒッグス場の個数	
– ヒッグスポテンシャルの構造（電弱相転移）	
– 電弱対称性の破れの背後の物理	
– 新物理との関係	

•  ヒッグス粒子が発見されたことでこれらの問
題が最前面のフロンティアに	



標準理論ヒッグスの疑問	
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暫定的に SU(2)	二重項スカラー場 Φ を導入 	

仮定 μ2	<	0	

		
1.	何故最小形なのか(第2第3のヒッグスはあるか)	
2.		μ2	<	0	を出す機構は?	
3.	ヒッグス相互作用 λ	の起源は?	
4.	ヒッグス場Φの正体は?			(素スカラー場か複合場か)	

簡単だが、様々な問題が	

電弱対称性の	
自発的破れ	⇒	



新物理とヒッグス	

ヒッグス粒子は１個見つかったが、ヒッグスセクターは依然として未知で
あり、その構造解明は標準理論を超えた物理と直結している	

	
•  標準理論を一軒の家であるとすると、ヒッグスはトイレのような存在で

ある (グラショウ談)。　汚い部分（質量）が全て押し付けられてる	

•  背後にヒッグス現象を支配する美しい原理に基づいた新物理がある
はず	

•  LHCでのヒッグス粒子 h(125)	の発見により、ヒッグスセクターの構造
解明や新物理現象の解明に切り込む足がかりが得られた	

•  今後の実験でのヒッグス詳細測定は最重要課題	

ILCにおけるヒッグス解明は新物理への最も重要な道	



Essence	of	Higgs		
ヒッグスの本質を問う事 ＝ 新物理パラダイムを考える事　　	
	
	
–  Elementary	Scalar																												
–  Composite	of	fermions																																	
– A	vector	field	in	extra	D						
–  	Pseudo	NG	Boson												
– ……															

超対称性,	共形不変性	

動的対称性の破れ	

最小複合ヒッグス模型	

ゲージヒッグス統合模型	

……	

Higgs	Nature												⇔      　BSM	Paradigm	

それぞれのシナリオが特徴あるヒッグスセクターを予言	



新物理におけるヒッグスセクター	

•  超対称性(SUSY)		
–  タイプ２型湯川結合を持つ２重項場２個の拡張ヒッグス(2HDM)	
–  自己結合 λ	はゲージ結合で与えられる	(MSSM)	
–  軽いヒッグス質量(<	mZ)																						　				(MSSM)	
–  拡張の余地																																													(NMSSM	etc)	
	

•  	擬南部ゴールドストンボソン(pNGB)　複合ヒッグス模型	
–  強結合ダイナミクスのスケールに比べヒッグスが軽い質量なのは	
　　QCDにおけるカイラル対称性の破れとパイオンの関係に似ている	
–  ダイナミクスの群構造(G/H)でヒッグスセクターの構造が決まる	

•  SO(5)/SO(4)			#	=	4		→　2	重項スカラー場	1個																								
•  SU(4)/Sp(4)				#	=	5		→			2	重項	+	1	重項					
•  SO(9)/SO(8)			#	=	8		→　2	重項	2個	
•  	…..	

	

20	

ヒッグスセクターの多重項構造は新物理と密接に関係している	

拡張ヒッグスかもしれない	



ヒッグスセクターは標準理論を超えた
新物理学への窓	

Higgs	portal	new	physics	

SUSY	Higgs	sector	
Dynamical	symmetry	breaking	
pNGB	
CW	mechanism		
Higgs	portal	dark	mamer		
Inert	scalar	models		
Radia)ve	neutrino	mass	models	
Electroweak	baryogenesis	
…	



一般的な拡張ヒッグスセクターを考える	

多重項構造	
				ΦSM+Singlet,				ΦSM+Doublet	(2HDM),				
				ΦSM+Triplet,			…		

ヒッグスセクターの持つ対称性	
						Discrete？	Con)nuous?						
　　Explicit,	soply-breaking,	spontaneously	broken?	
	
結合の強さ	
				Weakly	coupled	or	Strongly	Coupled	?	
				Decoupling	or	Non-decoupling?	



電弱精密測定からの制限	
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Q	=	I3	+	Y/2	ρexp	=	1.0004				
+	0.0003	
−	0.0004	

N=1					SM	Higgs	doublet		Φ	(T=1/2,	Y=1)	 ρ	=	1	!	

N=2				どのような拡張 Φ	＋ X(TX	,YX)		が ρ	=	1	を出すか？	
(TX	,					YX)											X	
(0,									0)							Singlet	
(1/2,					1)							Doublet	
(3,									4)							Septet	
(25/2,	15)							25-plet	
….																					….	

4	TX(TX+1)	=3YX	2	
この関係式を解く	

実験値	

ヒッグス２重項あるいは１重項の追加はOK	



2	Higgs	Doublet	Model																								
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Diagonaliza)on	

Masses	



標準理論ライクな２つのケース	

25	Non-decoupling	effect	

Λ:		Cutoff	
M:		Mass	scale	
			　 irrelevant		
　 　to	VEV	

|να⟩t =
!
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EffecLve	Theory	is	the	SM	 EffecLve	Theory	is	an	extended	Higgs	sector	

|να⟩t =
!

i

Uαi exp (−iEit)|ν ′i⟩

Ei =
"

p2 + m2
i ≃ |p⃗| + m2

i
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$

Pνe→νµ = |⟨νµ|νe⟩t|2 = sin2 2θ sin2 ∆m2
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M
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ghV V ≃ ghV V (SM)

Leff = LSM +
v2

M2
O(6)

Leff = LnonSM +
v2

Λ2
O(6)

cos(β − α) ∼ 0

1

アライメント領域だと	
hのデータと矛盾しない	

デカップリング領域	



湯川結合	

	2HDMの場合:			
	FCNCを避ける為に新対称性導入： Φ1 と Φ2 に異なる量子数を付与
	
 例)	ソフトに破れた離散対称性を課す    Φ1　→　+ Φ1,    Φ2  =　- Φ2

			それぞれのクォーク・レプトンは１個だけと結合（SMと同じ状況）	
				FCNCはツリーレベルで出ない	
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４つの湯川結合のモデル	

Type-I	 Type-II	 Type-X	 Type-Y	

２重項複数の模型:	ヒッグス媒介でFCNC発生（危険）	

Classified	by	Z2	charge	assignment	
Barger,		Hewe@,	Phillips		

Fermiophobic		
Neutrinophilic	

超対称性	 輻射シーソー	
模型(AKS)	



Z2	assignment	



Higgs	mixing	

SM	

⇒

⇒

2HDM	(Type2)	

タイプ２	(MSSM)	のヒッグス結合	

⇒



アライメント極限	

軽い h	だけが 弱ボソンと結合する極限	

h		は SM	のヒッグスの様にふるまう	

Type-II	2HDM
	

⇦	ヒッグスか拡張されているならこの状況！！	



κV2	=sin2(β−α)	

もし κV2	が1	(SM値)からズレてい	
たら,	第２ヒッグスの質量の情報	
が得られる	

摂動ユニタリティ	
と真空安定性から	
の禁止領域	

結合定数のズレ　＝　第２のヒッグス場の質量の情報	
　　　　　　　　　　　　　　（新物理学のスケール）	

hZZ,	hWW	結合	



加速器でのヒッグスセクターの探究	

•  付加的ヒッグス粒子の直接探索		
　　H,	A,	H+,	H++,	…	
	
•  標準理論からのずれ探索による間接検証	
							EW	observables					mW	,	S,	T,	U,		Zff,	Wff’,	WWV,	...		

								h(125)	couplings				hWW,	hZZ,	hγγ,	hff,	hhh,	…		
h(125)ヒッグス結合はこれからの	
実験でより精密に測定される	
	

ヒッグス粒子の発見でヒッグスセクターの構造探究が次のフロンティア	

ILCの真骨頂	



Leff	=	|DμΦ|2	–	y	LΦR		−	1/v2	|Φ|2GG		
		
									−	Veff(Φ)		

hWW	
hZZ	

hττ,	hbb	
h@,	…		

hgg	
hγγ	

電弱対称性の破れの機構	
（ぶよぶよ）	

ヒッグス機構	 湯川結合	 次元６演算子	

質量生成機構	

hhh	
hhhh	

ヒッグスセクター	

湯川結合の起源は未知	 ループを回る新粒子効果	

標準理論ライクなヒッグスの存在は解った	
	
拡張ヒッグスセクターなら、	
今後の詳細測定で標準理論からの	
ずれが見える可能性大	



κτ	=	0.90	
+	0.14		
−	0.13		

κb	=	0.67	
+	0.22		
−	0.20		

ATLAS-CONF-2015-044	

AssumpLon,	absence	of	BSM	parLcles	
	in	the	loops	and	BRBSM	=0	

κZ	=	1.00	
+	0.10		
−	0.11		

κW	=	0.91	
+	0.09		
−	0.09		

κt	=	0.89	
+	0.15		
−	0.13		

Run	1		
Best	fit	values	for	combina)on	
of	ATLAS	and	CMS		

κX	:	hXX	結合の測定値/標準理論の値 	

精度が上がれば、ズレが見えるかも	



ILCが必要 

34	

The	precision	must	be	improved		
in	future	at	LHC	13-14	TeV		 ILC	is	desired!	

LHCの現在	
のデータ	

ILCで期待	
される精度	



Future	h(125)-coupling	measurements	

Snowmass	Higgs	Working	Group	Report	1310.8361	



Pamern	in	devia)ons	of	ghVV	and	Yhff			

36	

シングレットモデルも原理的に	Type-I	2HDM	と区別可能　　　	
　　シングレットモデルでは Yhff	/gV	=1		しかし	2HDMでは  Yhff	/gV		≠1	

エキゾチックな模型（３重項、７重項等）	
　   κV　は	1　より大きくなり得る	
	 κV	>	1	はエキゾチックなヒッグスモデル（高いアイソスピン）のしるし	

hVV	や hff	を測り、ずれのパターンを見る事	
で拡張ヒッグス模型を指紋照合できる  	

cos(β-α)	<	0	



Pamern	in	devia)ons	of	ghVV	and	Yhff			
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シングレットモデルも原理的に	Type-I	2HDM	と区別可能　　　	
　　シングレットモデルでは Yhff	/gV	=1		しかし	2HDMでは  Yhff	/gV		≠1	

エキゾチックな模型（３重項、７重項等）	
　   κV　は	1　より大きくなり得る	
	 κV	>	1	はエキゾチックなヒッグスモデル（高いアイソスピン）のしるし	

hVV	や hff	を測り、ずれのパターンを見る事	
で拡張ヒッグス模型を指紋照合できる  	

cos(β-α)	<	0	



2HDMの指紋照合	(tree	level)	
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Ellipse	=	68.27%	CL	

hbb		vs		hττ

SK,	K.	Tsumura,	K.	Yagyu,	H.	Yokoya	2014	

When a Fermion couples to Φ1        
     κf  = 1 + cotβ x + … 
　 
and if it couples to Φ2         
     κf = 1 − tanβ x + …　  

κV	=	1	−		(1/2)	x2	+	…				

SM-like:	x	<<1	x	=	cos(β−α)	



Devia)on	in	hff	
Singlet		
												Δκu=	−	(1/2)	x2,				Δκd	=	−	(1/2)	x2,					Δκτ			=		−	(1/2)	x2	　　　　　  O(1)	%	
	
Type	I	2HDM		
												Δκu=	+	cotβ	x,							Δκd	=	+	cot	β	x,							Δκτ			=	+	cotβ	x																			O(10)	%	
	
Type	X	(Lepton	Specific)	2HDM		
												Δκu=	+	cotβ	x,							Δκd	=	+	cot	β	x,								Δκτ			=	−	tanβ	x　 　　      O(10)	%	
	
MSSM	(Type	II	2HDM)	
												Δκu=	+	cotβ	x,							Δκd	=	−	tanβ	x,								Δκτ			=	−	tanβ	x																			O(10)	%	
	
MCHM4		
												Δκu=	−	(1/2)	x2,				Δκd	=	−	(1/2)	x2,							Δκτ			=		−	(1/2)	x2																O(1)	%	
	
MCHM5		
												Δκu=	−	(3/2)	x2,					Δκd	=	−	(3/2)	x2,							Δκτ			=		−	(3/2)	x2																O(1)	%		
	

	

If	ΔκV=	−	1	%	

ΔκV	=		−	(1/2)	x2				



輻射補正の研究の重要性	

今後、ヒッグス粒子の結合		
hγγ,	hgg,	hWW,	hZZ,	hττ,	hbb,	h@,	…		
は徹底的に精度良く測られる	
	
明らかにツリーレベルの解析では不十分	
	
各種理論で第2第3のヒッグス粒子や新物理粒子の量子効果を計算
し、ずれのパターンを包括的に分類して将来実験に備える	

Precision measurements 
at future colliders 

Theoretical predictions 
at loop levels ×

新物理学! 菊地さんのトーク！	



シングレット模型 (HSM) 

２重項２個の模型(2HDM) 

トリプレット模型 (HTM) 

イナート二重項模型 

SK, Kikuchi, Yagyu, (2014, 2015) 

SK,	Kikuchi,	Yagyu	(2016) 

Aoki, SK, Kickuchi, Yagyu (2013) 

SK,	Kikuchi,	Sakurai	(2016) 

H-COUP	Project	
様々な拡張ヒッグスモデルで、h(125)	の結合のフルセットを１ループレベル	
で計算する数値プログラム群がついに完成　   　　　　　　　　　　   H-COUP	Ver.01 準備中 	

詳細は菊地さんのトーク	

H-COUPを用いて、h(125)の様々な物理量についてQCD補正に加えて電弱補正を入れた	
解析を、様々な拡張ヒッグス模型で行うことができる。将来実験での指紋照合に用いる 	

菊地さんと柳生君の偉業!	

S.	K.	,	M.	Kikuchi,	K.	Sakurai,	K.	Yagyu	(2013-2016)	

菊地さんのスライドより	



Comparison	of		
1.	2HDM-I	
2.	Doublet-Singlet	Model	(HSM)		
3.	Inert	Doublet	Model	(IDM)	

These	models	may	be	dis)nguished,	
as	long	as	a	devia)on	in	κZ		
is	detected	

IDM	

IDM	

Scan	of	inner	parameters	(mass,	mixing	
angles)	under	the	theore)cal	condi)ons	of	
Perturba)ve	unitarity	
Vacuum	stability	
Condi)on	for	avoiding	wrong	vacuum	(HSM)	

Ellipse,	±1σ	at	LHC3000	and	ILC500	

H-COUPの利用例	

SK,	Kikuchi,	Yagyu	2016	



Leff	=	|DμΦ|2	–	y	LΦR		−	1/v2	|Φ|2GG		
		
									−	Veff(Φ)		

hWW	
hZZ	

hττ,	hbb	
h@,	…		

hgg	
hγγ	

電弱対称性の破れの機構	

ヒッグス機構	 湯川結合	 次元６演算子	

質量生成機構	

hhh,		hhhh	

ヒッグスセクター	

湯川結合の起源は未知	

スカラー場の個数と表現は未知、	
背後の物理は未知	
スカラー結合の起源も未知	

ループを回る新粒子効果	

要するに１個ある事は、実証されたが	
ポテンシャルの構造や破れの力学	
については全く解っていない	
	
ヒッグス場の本質（素粒子か複合場か）	
も当然まだ解っていない	
	



Dynamics	behind	the	125	GeV	Higgs	
•  Weak	and	Light	Scenario	

–  Perturba)ve		
–  Grand	Desert		
–  Tradi)onal	Grand	Unifica)on	
	

•  Strong	but	Light	Scenario	

–  IR	theory:																																		
Higgs	as	a	composite	field	

				Landau	pole	at	ΛH	
–  UV	theory:																																							
A	new	gauge	symmetry	with	
confinement	at	ΛH		

αs	

α1	

α2	
λSM	

λ’	

New	Gauge		
force	

αH	

ΛH	

ΛQCD	

Weak	and	Light	

Strong	but	Light	

GUT	

Higgs	as		
Meson	

		Planck	
		Scale	

EWSB	
E	

E	

mh
2 ∝λv2

mh
2 ∝

"λ 2

(4π )2
v2

EWSB	



BSM現象を説明するヒッグス物理	

暗黒物質（WIMP）　・ヒッグスポータルDM	
																																				・イナート２重項モデル	
	
バリオジェネシス    ・電弱バリオン数生成シナリオ	

	
ニュートリノ質量 	・ヒッグス３重項（Type-II	seesaw）	
	
　　　　　　　　　     　 ・輻射による質量生成モデル	

	
拡張ヒッグスセクターの多重項構造、隠れた対称性、	
結合の強さは新物理モデルと密接に関係している	

破れない離散対称性のもとでoddのスカラー	

レプトンと結合する荷電スカラーの存在	

拡張ヒッグスによる一次的電弱相転移やCPの破れ　  	

ヒッグス３重項、複荷電スカラーの存在	



ニュートリノ質量模型とヒッグス	

摂動の高次効果によるニュートリノ質量生成シナリオ	

拡張されたヒッグスセクターの物理	

高いスケールの物理	

シーソー機構	

マヨラナ型の質量は高次演算子	
から出て来る	

シーソー機構	



暗黒物質を伴うニュートリノ質量モデル	

1-ループ効果 Ma,	2006	
–  シンプル		
–  SM	+	NR	+	Inert		doublet	(H’)	
–  DM	候補	[	H’	or	NR	]	

	

3-ループ効果 Aoki-Kanemura-Seto,	2009	
–  ν-質量が O(1)	の結合から導出	
–  2HDM	+	η0	+	S+	+	NR		
–  電弱バリオン数生成が可能	
–  DM	候補 [	η0		(or	NR)	]	

	

H’	 H’	

テラスケール物理で諸問題を同時説明できる可能性	

離散対称性により、暗黒物質の安定性を保証し	
同時にニュートリノ質量がループで出る	
拡張されたヒッグスモデル（右巻きニュートリノも導入）	



電弱バリオン数生成	

スファレロン脱結合条件 	

T
!
T c

T
"
T
c

T
#
T c

Veff!$, T"
$$c

真空泡の生成と発展	

ヒッグスポテンシャル	
の物理	



標準理論では 1st	OPT	を起こせない	

高温展開(just	for	sketch)	

標準理論ではこの条件は満たせない	

For	mh	=	125	GeV	

理論の拡張が必要	

強い一次的	
相転移の条件	



拡張ヒッグスで強い一次相転移可能	

高温展開	

この条件は付加的スカラー場Φ	(Φ	=	H,	A,	H+,	…)		
の量子効果で実現可能	

強い一次的	
相転移の条件	

>	1	
この場合は、０温度のhhh結合にも大きな量子補正	

>		λhhhSM	



強い一次電弱相転移とhhh結合	

51	

S.K.,	Y.	Okada,		E.	Senaha	(2005)	

強い一次電弱相転移	
⇔ ノンデカップリングな量子効果	
⇔		hhh	結合にも大きなずれ	

φc/Tc	>	1	
Devia)on		
in	λhhh		

2HDM	

ILC	(1	TeV)	だけが測定精度 10	%		

残念ながらLHCでは λhhh		は望みの
精度では測るのは難しそう	

K.Fujii	et	al.,	arXiv:1506.05992	[hep-ex]	

hhh結合の大きなずれの有無で	
電弱バリオン数生成は検証できる	

バリオン数生成のシナリオのテストはILCの仕事	



重力波によるヒッグスポテンシャル探究	
進行中の地上実験  aLIGO,	aVirgo,	KAGRA	
2016年 	 LIGOでブラックホール連星からの重力波	(100	Hz)	を初観測　　                   　　	
																	→　重力波天文学のあけぼの  　　　　　　　　　 （田中さんのトーク）	

将来の宇宙での重力波観測　　eLISA,	DECIGO,	BBO　	
初期宇宙の物理からの重力波(1Hz以下の領域)を調べることができる　	

　　　　残存電磁波　CMB　　　　　＝ 晴れ上がり直後の宇宙の情報　	
　　　　初期宇宙の残存重力波　 ＝ それよりはるか以前の現象の情報	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     インフレーション,	一次的電弱相転移等,	
…	

精密重力波スペクトル測定からの電弱相転移のモデル（ヒッグス模型）	
の詳細が分かるか？　　	

　　ILCでのヒッグス研究との相補性：　新しい研究分野!	
–  例） 古典的スケール不変性の有無を区別できる　　　　　（松井くんのトーク）	



GWs	from	1st	OPT 

23	

r0:	size	of	criLcal	bubble	

Bubble	is	spherical		
No	GW	occurs	

Expanding		
babbles	of	the	broken	phase	



GWs	from	1st	OPT 

23	

“Sound waves” 
(Compressional plasma) 

“Magnetohydrodynamic  
turbulence in the plasma” 

“Bubble Collision” 
(Envelope approximation) 

C.Caprini	et	al.,	arXiv:1512.06239		



残存重力波スペクトルの計算	

ヒッグスポテンシャルから相転移の時の	
•  潜熱 α	
•  核形成率の変化率 β	
•  相転移温度 Tt	
は模型を決めれば	
計算できる	
	

これらのパラメータをインプットして発生するGWの強度と振動数が見積もれる	

例）音波(Plasma	Compression)由来のGWの強度とピーク振動数	

C.Caprini	et	al.,	arXiv:1512.06239		

cf.	U=−F+T(dF/dT)	



一次相転移由来の重力波スペクトル	
Hashino,	Kakizaki,	SK,	Matsui,	2016		

eLISAの	
感度領域	

eLISAの	
感度領域	

実線:	
Plasma		
Compression	
からの重力波	

N=60	
12	

4	
1	

N:	追加シングレット	
スカラー場の数	

詳細は松井君	
のトークを！	



一次相転移由来の重力波スペクトル	

スカラー場が N	個	
ある場合の予言	

古典的スケール	
不変性を課した	
モデルの予言	

Δλhhh/λhhh=67%	

詳細は松井君と	
端野君のトークを！	

Hashino,	Kakizaki,	SK,	Matsui,	2016		

将来の重力波実験がヒッグス模型の検証、区別に利用できる可能性がある（ILCとの相補性）	

DECIGO	
eLISAの	
感度領域	



まとめ	

•  ヒッグス粒子は見つかったが、ヒッグスセクターの構造（個数と表
現）、本質、EWSBの背後の物理）は依然として全く解っていない	

•  様々な拡張されたヒッグスセクターの可能性	

•  ヒッグスセクターの構造は標準理論を超えた新物理と密接に関係	
	
•  LHC	Run	2	やHL-LHC,	ILC	でヒッグスセクターを検証できる	

–  直接探索　　H,	A,	H+,	H++,	…	
–  間接探索    hγγ,	h@,	hbb,	hττ,	hWW,	hZZ,	…	
	

•  ヒッグスセクターの情報を望みの精度で得る為にはILCが絶対必要	

ILCにおけるヒッグス解明は新物理への最も重要な道	


