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素粒子物理学の標準理論を超える	
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2012年7月： CERN LHC で質量125 GeV のヒッグス粒子発見 
l  標準理論 (SM) は             GeV 以下のエネルギー領域を 

記述する低エネルギー有効理論として確立 
O(100)

これは終わりではなく新しい時代の幕開け	

標準理論では説明できない現象 
l  暗黒物質の存在 
l  インフレーション 

上の問題を手がかりに ILC	で新物理理論に迫る	

標準理論の粒子	

[www.physics.gla.ac.uk]	

[sci.esa.int]	

宇宙のエネルギー	

l  ニュートリノ振動 
l  バリオン非対称性 

標準理論に残る理論的な謎 

l  階層性問題 
標準理論を超えた新物理理論が必要 

兼村さんの講義	l  ヒッグスセクターの構造 
l  etc. 



宇宙の歴史	
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確立	

素粒子の世界	



素粒子と宇宙	
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ビッグバン元素合成 (BBN) 

ILC で宇宙創生の謎にも迫れる	

宇宙の膨張、軽元素量、宇宙マイクロ波背景放射の観測 

QCD 相転移 

電弱相転移 (EWPT) 

宇宙の晴れ上がり 

宇宙の歴史 

1 MeV

1 GeV

1 TeV

1 eV

（暗黒物質の生成、凍結） 
（バリオン数生成） 
（インフレーション） 

宇宙を記述する 
物理理論 

l  素粒子の理論の理解が初期宇宙の進化の理解にとって重要	

素粒子の標準理論 

標準理論を超えた 
新物理 

原子 

ハドロン 
原子核	

エネルギー（温度） 

l  ビッグバン宇宙論が確立：　初期宇宙は超高温、超高密度 

この辺まで 
観測的に確立 
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階層性問題（微調整問題）	
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l  観測されたヒッグスボソン質量の実現には            の 
精度でパラメータ間の微調整が必要で非常に不自然 

標準理論を量子重力のスケール（　　　　　　　　　）まで適用すると 

標準理論のヒッグスボソンの質量: 

Λ : 標準理論のカットオフスケール 

t

h h
ytyt

2次発散図 

m2
h = m2

h,0 +�m2
h

l        （観測値）: m2
h

m2
h ⇠ O(104) GeV2

l          （裸の値） m2
h,0

l            （輻射補正からの寄与）： �m2
h

⇤ = 1018 GeV

O(104) GeV2 = O(1034) GeV2 �O(1034) GeV2

10�30

トップループ	



階層性問題の解決策	
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テクニカラー模型、コンポジット模型 

階層性問題の起源: 
l  基本的な場としてのスカラー場（ヒッグス場）の存在 

l  ヒッグス場がフェルミオンで構成された複合場であれば良い 

l  フェルミオン場を導入して２次発散を相殺させれば良い 

テラスケール領域に新物理のパラダイムがあり、ILC の 
結果でパラダイムシフトが起きることに期待がかかる	

解決案: 

超対称模型 
l  カットオフスケールが低ければ良い 

余剰次元模型 
l  カットオフスケールの物理がコントロールしていれば良い 

古典的スケール不変性 磯さんの講義	
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超対称性：　ボソン　　　　フェルミオン	

超対称性	
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t

超対称性により微調整問題を回避して　　　　                   を実現	

h h

ヒッグスボソンの質量の量子補正: 

l  スピン統計の違いにより2次発散項が相殺 

t

hh

標準理論の粒子	 超対称粒子	

yt yt

yt
2

トップループ	

ストップループ	

mh ⇠ O(102) GeV

（時空の対称性） 



最小超対称標準模型 (MSSM)	
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グルーオン	

W ボソン	

B ボソン	

クォーク	

レプトン	

ヒッグスボソン	

グルーイノ	

ウィーノ	

ビーノ	

スクォーク	

スレプトン	

ヒッグシーノ	

l  量子異常を相殺するためにヒッグシーノ２重項は２個必要 
MSSM のヒッグスセクターは（タイプ２）２ヒッグス２重項模型 

ニュートラリーノ:  チャージーノ： 

l  電弱対称性の破れ 質量固有状態は上の表の場の線形結合 
eB,fW 0, eH0

u, eH0
d

fW±, eH±の線形結合、	 の線形結合	

ゲージーノ	ゲージ粒子	

フェルミオン	 スフェルミオン	



超対称模型の長所 (I)	
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ゲージ結合定数の発展 

[Martin (1997)]	

標準理論	

MSSM	

(MSUSY = 1.5 TeV)

MSSM	

(MSUSY = 500 GeV)

l  超対称粒子の存在により 
MSSM のゲージ結合が 
　　　        で一致！ 1016 GeV

超対称大統一理論を 
示唆 

l  レプトンコライダーでの精密測定によりパラダイムが開けた好例 



超対称模型の長所 (II)	
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超対称模型に　　パリティを課すと 
l  超対称粒子はペアで生成される 

l  超対称粒子： l  標準理論の粒子： 

l  最も軽い超対称粒子 (LSP) は安定 

超対称性と矛盾せずに     対称性を導入できる 
パリティ： PR = (�1)3(B�L)+2S

Z2

R

PR = +1 PR = �1

電荷、カラーを持たない LSP は暗黒物質候補粒子 

R

l  超対称粒子は他の超対称粒子を含む状態に崩壊する 

l  最も軽いニュートラリーノ l  左巻きスニュートリノ 

l  MSSM 以外の超対称粒子 
（グラビティーノ、右巻きスニュートリノ、etc) 



超対称粒子の探索	

2012/07/28	 柿崎　充	 14	

l  カラーを持った超対称粒子には特に強い制限が付いている 

ATLAS Gluino-LSP	 ATLAS Electroweakino-LSP	

l  ILC での EW セクターの超対称粒子の探索に期待がかかる 
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余剰次元のアイデア	

March	8,	2016	 Mitsuru	KAKIZAKI	 16	

糸を観察する	

l  巨視的： 1次元 (1D) の物体 
l  微視的： 内部構造のある物体	

x

x

y

E 2 = p2
→

+ (p5
2 + p6

2 ++m2 )
余剰次元にも住む粒子の分散関係： 

余剰次元方向の運動量 = 4次元時空の観点では質量	

同じ原理を我々の世界に適用する	

l  巨視的： 4次元 (4D) 時空 
l  微視的： 余剰次元 （5次元目、6次元目など）を 

              持った時空 	
z



ユニバーサル余剰次元 (UED) 模型	
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p5 = n / R(n = 0,±1,±2,)

l     コンパクト化（半径    ）： 

l  ユニバーサル:  
総ての標準理論の粒子が平坦でコンパクトな余剰次元に伝搬 

[Appelquist,Cheng,Dobrescu(2001)]	

S1 R

l  余剰次元方向の運動量保存 
        各バーテックスで KK 数    保存 

４次元時空で 
カルツァ・クライン (KK) タワーが出現 

周期的境界条件 

n

R

1/ R

2 / R

0

KK タワー S1



p5
2 = (2 / R)2

最小ユニバーサル余剰次元 (mUED)	
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標準理論粒子	

第1 KK 粒子	

第２ KK 粒子	πR

l  総ての標準理論の粒子が　　　　　オービフォールド中に伝搬:	S1 / Z2
S1 / Z2

0

S1

y

l  KK パリティ保存:	 P = (−1)n

カイラルゼロモード 
フェルミオン 

l  質量スペクトル 
(KK タワー):	

p5
2 = 0
p5
2 =1/ R2

最も軽い KK 粒子 (LKP) が安定、 
暗黒物質の良い候補	

(c.f. 超対称模型の R パリティと LSP)	
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暗黒物質	

暗黒物質とは	

[van Albada,Bahcall,Begeman,Sancisi(1985)]	 [chandra.harvard.edu]	

2013年10月10日	 柿崎　充	 20	

宇宙空間に大量に暗黒物質が存在	

銀河団の衝突	銀河の回転曲線	

暗黒物質	

通常の物質	

暗黒物質	

通常の物質	

l  大雑把には、宇宙空間にある物質のうち光を吸収・放出・
反射しないもの	



暗黒物質候補粒子	
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暗黒物質候補粒子に要求される性質：	

電気的に中性	l  見えない	

l  初期宇宙から現在まで生き残る　　　　安定または長寿命　　　　	

代表的な暗黒物質候補粒子と典型的な質量スケール： 

l  宇宙の大規模構造形成　　　　非相対論的粒子（冷たい）　　　　　　	

非バリオン的	l  軽元素量の観測	

l  宇宙背景放射などの観測　      エネルギー密度：  　　　	

l  Weakly Interacting Massive Particle (WIMP) : TeV 
l  アクシオン                                                  : meV	
l  Asymmetric Dark Matter                                : GeV 

ΩDM ≅1/ 4

標準理論の粒子では説明できず、新物理理論が必要	



熱的 WIMP	シナリオ	
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テラスケール新物理を示唆	

暗黒物質の熱的生成シナリオ	

σ v 増大	

熱平衡	

時間	

温度下がる 
粒子の数減る	

σ ：消滅断面積	 v ：速度	

[MSSM, UED, ...]	

予言:	Ωχh
2 ≈ 0.1× 1pb

σ v

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

σ v ≈
πα
m2

観測値：	ΩDMh
2 ≅ 0.1

WIMP 暗黒物質の消滅断面積：	

m ~O(1)TeV
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WIMP の質量、相互作用は多角的に検証可能	

WIMP が外線に現れる過程 WIMP が内線に現れる過程 
� �

�

ff

f f

f f

対生成	

散乱	

対消滅	

質量、希少過程等に対する輻射補正	

f

f　　：標準理論の粒子（　　の数は任意）	�　　：WIMP	 f
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衝突器実験 
（対生成） 

直接検出実験 
（原子核との散乱）	

間接検出実験 
（対消滅、崩壊による 

生成物）	

近い将来 WIMP	に関するより詳しい情報が得られる	

l  LHC 
l  ILC 
l  etc. 

l  CDMS 
l  LUX 
l  XENON 
l  etc. 

l  FermiLAT 
l  PAMELA 
l  AMS-02 
l  etc. 

p pN ν
e+
p

γ



WIMP を含む模型	

2016年7月25日	 柿崎 充	 25	

両方の模型群に共通する特徴 
l  WIMP はある標準理論粒子のパートナー 
l  WIMP の相互作用は標準理論粒子のそれと関係 
l  WIMP と一緒に大量の新粒子が導入される 

l  例）B ボソン超場（フェルミオン的次元    で展開）:	

 B ボソン	 LSP 暗黒物質（ニュートラリーノ）	

l  WIMP の相互作用は超対称性で制限される	

l  WIMP の相互作用はローレンツ対称性で制限される	
B ボソン	 LKP 暗黒物質	

l  例）5次元 B ボソン場（ボソン的次元     で展開）:	

超対称性	

ユニバーサル余剰次元理論 (UED)	

✓

x

5



共消滅過程	
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自己消滅のみの場合： 　　との共消滅過程を含めた場合：  

χ

時間 時間 

ϕ χ

χ χϕ ϕ

ϕ

χ ϕ χ

χϕ ϕ

χ χ

χ

χ

χ χ

Ωχh
2

σ co ≈σ selfl  　　　　　　　のとき 

χ χ

χ χ

χ χ

χ

Ωχh
2

σ co >>σ selfl  　　　　　　　　　のとき 

χ ϕ χ

χ χϕ ϕ

ϕ

ϕ

χ

χ

χ

粒子数の凍結	 粒子数の凍結	

�� ! ff

l  WIMP 　と質量が縮退した新粒子    があると残存量が変わる 
�','' ! ff

� '
'



MSSM での WIMP 残存量	
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l  WIMP:  
最も軽いニュートラリーノ 
（ほぼビーノ）	

l  Constrained MSSM	

暗黒物質残存量を 
満たす領域	

[Buchmuller et al. (2014)]	

GUT スケールで共通の
ゲージーノ質量         、 
スフェルミオン質量	

m1/2
m0



Minimal UED での WIMP 残存量	
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       Self   Co   loop   FS Lv2 
 
a)      X 
b)      X      X                     
c)      X      X      X 
d)      X      X      X        X 

第２ KK 粒子による共鳴 
        残存量が減少 
        予言される暗黒物質質量が増大 

コンパクト化スケール	 ≅ γ1(       質量) [Belanger, MK ,Pukhov (2011)]	

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

400 600 800 1000 1200 1400 1600

R−1 (GeV)

Ω
h2

a)b) c)

d)

Planck(2013)

a) γ(1) annihilation (tree; w/o FS level 2)
b) Coannihilation (tree; w/o FS level 2)
c) Coannihilation (1−loop; w/o FS level 2)
d) Coannihilation (1−loop; w/ FS level 2)

mh = 125 GeV,  ΛR = 20

l  WIMP:  
第一励起光子（ほぼ 　　）	B(1)

UED の特徴	

s ≈ m(1) +m(1) ≈ m(2)

l  WIMP 凍結時に	
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[Baltz, Battaglia, Peskin, Wizansky (2006)]	

l  Constrained MSSM	 質量スペクトル	

l  ILC での質量、 
相互作用の測定で  
WIMP 残存量が 
再構成できる 	

⌦
coll

= ⌦
DM

⌦
coll

> ⌦
DM

ILC	で初期宇宙の進化がわかる	

- WIMP ミラクル OK	

- 非熱的 WIMP 生成 
  からの寄与？	

⌦
coll

< ⌦
DM

- 低い再加熱温度？	
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[MK, Park, Park, Santa (2015)]	

ヒッグス不可視崩壊	

h ! ��

[Ishikawa, Talk at LCWS14]	

[三田君のトーク]	

例）右巻きスニュートリノが 
      軽い WIMP になるシナリオ	

l                          の場合、 
暗黒物質直接検出実験で 
探るのは難しい	

m� ⇠ O(1) GeV

(m� < mh/2)

l  ILC は低質量 WIMP 模型も探れる	

l  ILC での感度	
Br(h ! inv.) < 0.69% (95%CL)

(
p
s = 250 GeV)
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[Goodman, Ibe, Rajaraman, Shepherd, 
 Tait, Yu Su (2010)]	

単光子探索	 [Birkeda, Matchev, Perelstein (2004)]	

e+e� ! ���

例1）有効理論アプローチ	

[Dreiner, Huck, Kramer,  
Schmeier, Tattersall (2013)]	

例2）軽い右巻きスニュートリノ WIMP	

[Belanger, MK, Kraml,  
Park, Pukhov (2011)]	

l  ILC は低質量 WIMP 模型も探れる	

チャージーノ質量（スタウ質量）	

ニュートラリーノ質量	



6. まとめ	
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•  超対称性？	
•  余剰次元？	
•  他の模型？	

10GeV 100GeV 1TeV

l  現在 LHC や暗黒物質直接・ 
間接検出実験等で検証中 

標準理論が確立	

新しい素粒子模型	

33	

暗黒物質=WIMP？	

宇宙の組成	

素粒子実験・宇宙観測	

将来の ILC	で宇宙創生の謎に迫れる	

バリオン数非対称性	
インフレーション	

？	

？ eV	

10�12 sec10�10 sec10�8 sec ? sec

素粒子物理学は 
テラスケール新物理理論を模索中 

ビッグバン元素合成（1 秒）以前の
宇宙の歴史は確立していない 

宇宙の年齢： 

宇宙の温度 
（エネルギー）： 



Backup slides	
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ユニバーサル余剰次元模型でのヒッグス結合	
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[Belanger, Belyaev, Brown, MK, Pukhov (2013)]  

g�

mh = 125 GeV mh = 125 GeV


