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この発表で達成したいこと
新しい学生さんへILC実験における物理解析の紹介
‣加速器、測定器開発を目指す学生さんには、現在、開発研究してい
るものが、最終的にどこにつながるのか、
‣理論の学生さんには、自分の研究している理論が実験的にどのよう
に検証されるのか、

など、今一度考えるきっかけにして、今後の研究へとつなげてもらいたい。
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アウトライン
イントロダクション
- 素粒子物理について
- ILC以外のプロジェクト(抜粋)

- ILCの果たす役割
ILD(+SiD)物理解析の近況など



イントロダクション



素粒子物理の役割

高エネルギー領域における自然法則の統一的理解
‣宇宙に関する素朴な疑問への挑戦(初期宇宙と進化、真空の構造
（ダイナミクス）、物質反物質の非対称性の起源(これも真空の構
造の問題？)、暗黒物質、暗黒エネルギー(これも真空の構造の問
題？)、未知の対称性、余剰次元、など)

宇宙論へのインプット
‣バリオン数生成(物質反物質の非対称性の起源)

‣暗黒物質の性質
‣真空の安定性、真空の構造　　など

 4

“新物理”：＝高いエネルギースケールにおける物理法則



素粒子物理の現状
標準模型の成功
‣ゲージ対称性に基づく相互作用
‣３世代のクォークとレプトン（クォーク混合によるCP対称性の破れ）
‣これまでの数々の検証実験に耐えた（誤差が大きいものもある）。
‣BEH機構による電弱対称性の破れ。W, Zボソン、フェルミオンの質量
獲得。BEH粒子がLHC実験で実際に観測された。など。

標準模型への問い
‣なぜBEH場が真空期待値を持ち、なぜ100GeVスケールなのか。
‣なぜ世代構造が存在するのか。質量スペクトルの起源。
‣荷電レプトンでフレーバーが変わる反応はないのか。なぜ。
‣ニュートリノ質量、ニュートリノ振動。など。
標準模型の不満
‣BEH質量が輻射補正によりエネルギースケールの２乗で発散。
‣物質優勢の宇宙が成り立つためのCP非対称性の起源。など。  5



K. Fujii, HPNP2017



理論と実験
数ある理論モデルを如何に検証するか。

‣理論の予測と実験の測定量が精度よく比較できることが重要。

‣理論モデルは、いろいろな観測量を関連づける。従って、いろいろ
な観測量から理論モデルの正しさが検証され、逆に、理論モデルを
仮定すると、ある観測量から別の観測量を予言、制限できる。

‣理論を様々な角度から検証できれば、理論の信頼性は高まる。一
つの実験で全てに対応できなくても、異なる特色を持つ複数の実
験を組み合わせれば可能。
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加速器実験の特色
‣同条件で繰り返し、衝突事象を発生させ、短期間にたくさんの実
験データが取得できる。
ハドロンコライダーの特色
‣到達可能ビームエネルギーが高い。
‣強い相互作用を介した衝突が起こりやすいため、カラーを持った
粒子を生成しやすい。
‣衝突粒子の始状態のエネルギーの不定性が大きい(PDF)。
レプトンコライダーの特色
‣到達可能エネルギーは低め。
‣電弱相互作用を介した衝突のため、全断面積は小さい。
‣衝突粒子の始状態のエネルギーの不定性が小さい。

ILCの特色
‣BEH粒子(125GeV)を生成できる。
‣電子と陽電子を偏極させてることができる。異なる条件でデー
タが取れる。S/Nを大きくできる。



ILC以外の将来実験計画のいくつかをピックアップ



HL-LHC (ATLAS/CMS/LHCb/ALICE)

目的
‣力の統一、階層性問題、世代の謎、物質優勢宇宙、暗黒物質、暗
黒エネルギーなど
‣未知重粒子の直接探索、BEH・トップクォークの精密測定。
‣Bの物理(LHCb)

‣クォーク・グルーオンプラズマの物理(ALICE)
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★高輝度化により実質的に高いエネルギーのクォークやグルーオンを増やせるので、
実質的により高いエネルギー領域も探索できるようになる。

BEH・トップクォークを含む
標準模型の粒子を全て生成できる唯一の加速器！



SuperKEKB (Belle II)

目的
‣B中間子、C中間子、τ粒子の稀少崩壊過程などを利用して、電子・
陽電子衝突によるクリーンな環境で標準模型の精密検証し、新物理
のフレーバー構造を明らかにする。
‣未知の粒子からの効果を探す(超対称性理論の荷電BEH粒子、暗黒物
質など)

‣荷電レプトンフレーバーを破る崩壊過程の探索(超対称性を示唆)

‣新物理起源のCP対称性の破れの探索
‣稀少崩壊現象の精密測定やb,τのCP-violationの精密測定によりBSM探
索を行う。
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BEHやトップクォークは生成できないが、第三世代のボトムクォークやタウ粒子
を大量に生成し、かつ、クリーンな環境で標準模型を精密検証する。



長基線ニュートリノ振動実験（ハイパーカミオカンデ）
目的
‣ J-PARCからのニュートリノビームを用いて、ニュートリノにおける

CP対称性の破れを探索する(大気ニュートリノも観測する)。
‣３世代ニュートリノの質量・混合の研究
‣ハイパーカミオカンデ単体で、陽子崩壊(p->e+π0)の探索、ニュー
トリノ天文学（銀河中心での爆発から出てくるニュートリノから中
心核での現象を調べ、中性子星、ブラックホール誕生の瞬間を調べ
る。超新星背景ニュートリノ（宇宙初期の超新星爆発ニュートリノ）
から爆発機構の解明や重元素合成の歴史の理解を目指す。）

 12

衝突型加速器実験ではできない、ニュートリノの性質を研究。
統一理論で予測される陽子崩壊の探索/制限を行う。



ミューオンを使った実験(MEGII,COMET)

目的
‣フレーバーに関する物理(荷電レプトンフレーバー非保存の探索)

‣ミューオンと電子を使った世代構造の解明
‣物質反物質の非対称性の謎、ハドロン生成の

メモ
‣ g-2は異常磁気能率の測定(ループによるずれ)

‣EDMは電子双極子能率の測定
‣どちらもスピンの歳差運動を用いて測定する。
‣μ—>eγ の探索(MEG)

‣ミューオン原子の電子変換過程(μ-+N—>e-+N)の探索(COMET)
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ミューオンを使った世代の研究
LFVを通して超対称性の探索



これらの実験に加えて
ILC250やるべきこと



ILC250の役割
LHC Run2で新しい粒子や現象が見つかっていない(兆候はある？)
‣少なくとも簡単に見つかるようなものはなかった。
‣隈なく、もれなく、新物理のわずかな兆候を捉えられる戦略の必要
性が増した。

現状で、BEH粒子ができるのはHL-LHCだけ。
‣背後にある新物理によって、BEH粒子の性質がきまっているはず。
‣BEH粒子を解明することは、新物理への手がかりを得ること。
‣BEH粒子の解明には、BEH粒子とフェルミオンとの結合、BEH粒子
とゲージボソンとの結合、BEH粒子の自己結合の精密測定により理
論モデルとの照合作業が必要。
‣BEH粒子の精密測定がHL LHCでできるといっても、不得意とする
部分もある。このような”穴”を塞ぐ必要がある。

 15



兼村さん、加速器物理合同ILC夏の合宿2016BEH粒子の結合定数と新物理



モデルに依存しない、BEH粒子の結合定数の検証
‣Effective Field Theory (EFT) アプローチ

つまり、「隈なく、もれなく」



J. Tian, 7th Linear Collider School 2018

Wボソンより
高いエネルギースケール
での理論(見え方)

Wボソンより
低いエネルギースケール
での理論(見え方)

Effective Field Theory(EFT)のイメージ



新物理より
低いエネルギースケール
（ILC250で見える世界）
としての理論(EFT)

X?

新物理より
高いエネルギースケール

同じように



J. Tian, 7th Linear Collider School 2018

一般的な記述であるがゆえ、パラメータの数が多くなる。
ILCでは、強い相互作用を含む項を省略できるので、パラメータの数を減らせる。

LHCからの制限で、さらに減らせる。ILC自身でもBEH以外の測定から制限をかけていく。



T. Ogawa, ICHEP18

(隈なく、もれなくの精神に反する)

κ形式とEFT形式



J. Tian, 7th Linear Collider School 2018



ILC250について
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T. Ogawa, ICHEP18



T. Ogawa, ICHEP18

BEH粒子が何に崩壊してもBEH粒子を見つけられる。



J.R. Reuter, ICHEP2018

ZはB,W3由来
右巻きと左巻きに異なる結合

効率よく反応させられる。
S/Nがよくなる。

右巻き左巻き対称性が調べられる。



J.R. Reuter, ICHEP2018

EFTに基づく解析で、ビーム偏極の重要性が増した。



J. Tian, 7th Linear Collider School 2018

いろいろな測定からパラメータをフィット。
そのために、BEH粒子以外の測定も大事。



T. Ogawa, ICHEP18



T. Ogawa, ICHEP18



T. Ogawa, ICHEP18



T. Ogawa, ICHEP18

全ページの赤い部分に当たったら、500GeVにアップグレードして区別する。



ILDの物理解析の活動など
(特に日本グループに関連したもの)



T. Behnke, ILD meeting at Ichinoseki (2018)



ILD Physics Working group
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‣ ILCによって達成できる物理の追求と明確化
‣上記目標に向けたILD測定器の最適化(費用・性能)へのインプット
‣定期的なミーティングによる進行状況の把握、議論、解析手法の
共有など。

組織の目的



T. Behnke, ILD meeting at Ichinoseki (2018)

どうやって検出器を最適化するか。

物理解析からのインプットが重要。



T. Behnke, ILD meeting at Ichinoseki (2018)



K. Fujii, 58th general meeting of ILC Physics subgroup

日本グループの貢献



K. Fujii, 58th general meeting of ILC Physics subgroup



小川：anomalous ZZH coupling
物理解析：ハイライト

bz<1%, az~a few%

https://arxiv.org/pdf/1712.09772.pdf



 青木：e+e- —> γh
物理解析：ハイライト

https://agenda.linearcollider.org/event/7837/contributions/40947/attachments/32856/49999/20180319_Annual_mtg_aoki_Physics.pdf

新物理によってず
れる可能性がある



 水野：e+e- —> γZ
物理解析：ハイライト

https://agenda.linearcollider.org/event/8018/contributions/42105/attachments/33468/51275/BManl_0202.pdf



物理解析：ハイライト
 上野：e+e- —> γZ （SiD）

WhizardとDelphes検出器シミュレーション
Supervised by Tim Brklow/Jan Strube.



物理解析：ハイライト
 出口：e+e- —> ff

http://epp.phys.kyushu-u.ac.jp/thesis/2018MasterYamashiro.pdf

https://agenda.linearcollider.org/event/8018/contributions/42094/attachments/33467/51278/Software_Meeting_20180901.pdf



物理解析：ハイライト
 Daniel Jeans, Keita Yumino：e+e- —> ττ



物理解析：ハイライト
 加藤：H —> invisible



物理解析：ハイライト
 藤井：H —> Zγ branching ratio



物理解析：ハイライト
 Ahmed：mono photon WIMP search

https://agenda.linearcollider.org/event/8013/contributions/42024/attachments/
33437/51210/MHabermehl_WIMPs_ILD_SWAna_2018Aug22.pdf

M. Habermehl

Start working on √s=500GeV
for benchmark study, taking 

over from M. Habermehl.

√s=250GeV study will come 
later.



物理解析：ハイライト
 奥川：e+e- —> tt/bb (前後方非対称性)

S. Bilokin ICHEP2018



物理解析：ハイライト
 倉田・与那嶺：H —> bb/cc/gg

H. Ono, Higgs branching ratio study for DBD detector benchmarking in ILD 

h->cch->bb h->gg

h->others bkgAll

bcフレーバータグが重要。
最近は、フレーバータグのプログラムのデバッグに
追われていて解析があまり進んでいない。



物理解析：ハイライト
 倉田：Automatic Colorization for Jet Clustering

新しいJet clusteringでBEH
粒子の自己結合測定に挑む！



まとめ
ILC250の果たす役割
‣BEH粒子を直接生成し、性質を精密に調べる。
‣EFTと他の実験結果の組み合わせる方法により、ILC250で達成でき
ることが広がった。
‣他の将来実験とILC250の結果を含めて、さらなる次期高エネル
ギープロジェクトの方向性が決められる。

ILDにおける日本グループの物理解析への寄与は大きい。(SiDへは一人？)

‣様々なプロセスの解析が進行中。
‣解析の詳細は、本人へ。
‣新規参入はいつでも歓迎。
‣毎週金曜日の14:00～日本ローカルの解析ミーティング
‣毎週(隔週)水曜日の21:00~ILDのソフトウェア・解析ミーティング
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Backup



R. Pöschl, ILD meeting at Ichinoseki (2018)



R. Pöschl, ILD meeting at Ichinoseki (2018)


