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  ２限目　　　 
 

　超対称性を探せ 
 

時空と素粒子の融合 

素粒子の標準モデル�

現在の標準モデルに登場する素粒子	

スピン1/2、物質を構成する基本粒子	

力を伝える粒子　（スピン１） 
　　　　　(重力は含まれない） 
 
これらは、ゲージ対称性から 
出てくる	

スピン0、質量の起源 
唯一未発見	

スピン2	

€ 

G
重力子	
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ヒッグス	 ヒッグス	

ヒッグス	

Zボソン	
量子力学的な効果 
でヒッグス粒子の質量は 
もっと重くなるはず 
（１２５GeVはかなり軽い）	

安定させる 
新しい物理法則 

軽くさせる方法 I  (超対称性）	

軽くさせる方法 II  　（GUTはすぐそこ）　　余剰次元	

ヒッグス	 ヒッグス	

ヒッグス	

Zボソン	

    階層性問題　	
　　ヒッグス粒子のエネルギースケール 　O(100）GeV                 長さ： 10-17 m 	
 　　量子重力や力の統一（ＧＵＴ）　　　  　O(1016-1019GeV) 　　　   長さ： 10-34 m 	

短い距離ＯＫ＝大きな嘘をついいい 
　　　　　　　　＝　重くなる　　	

長い距離(10-19m） 
より短い世界では 
別の効果が	

大きな嘘 
同士の符号が 
逆	

4 

素粒子のスピン	

素粒子はスピンを 
もっている。 
スピンはよく「自転」に 
例えられる。 
本当は、大きさのないもので自転はない。 
 
粒子の持っている“固有の性質”：（起源不明） 
スピン ½ 　　の奇数倍と整数倍 
 
	

偶数倍：　ボーズ粒子　　 360度でもとの状態に戻る。 
奇数倍：　フェルミ粒子　　360度回しても符号が逆： 　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　720度回してはじめてもとの状態に戻る。 
   -> フェルミ粒子から見ると　空間720度あるような世界に見える。　　　　	

スピン：角運動量と同じ性質　	

角運動量：　　空間回転対称性の性質：　（空間の等方性 – 角運動量保存）　　   	

θ回転すると、Sθ回転する。　　U(θ)=exp{-iθS}   	

  

€ 
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３６０度回転に対する違いが粒子の性質を決定づける： 
同種粒子の入れ替え：　AとB　　BとAに入れ替える。 
　　　　　　　　　　　　　　　A->B 180度 B->A 180度　二つ合わせて　360度の回転 
フェルミ粒子：　 
　　符号が逆になる。　 
　　加えると波動関数ゼロ（排他律) 
　　　安定的（物質世界の秩序： 
　　　電子配列 ） 
　ボーズ粒子：　  
　 同じ状態に入れる(超流動） 
　 生成消滅自由　 n を決めると 
　 位相が決まらない　 
　　力を伝える性質 
	 フェルミ	 ボーズ	

Spin� 粒子� やくわり�

0� ヒッグス� 真空に凝縮：�ゲージ対称性をやぶる�

1/2� フェルミオン� 物質を構成する。（排他律）�

1 � ゲージ粒子� 力を伝搬：源�

2� 重力子� 重力（時空）を伝える。�

スピンで役割が区別	

6 

電子殻名 	Ｋ殻 	Ｌ殻 	Ｍ殻 	Ｎ殻 	...　
		

電子の収容数 	２ 	８ 	１８ 	３２ 	２ｎ2

  

同じ状態にはいれない。 
ー＞ 
入る数が決まっているから 

外殻の電子数が決まり 
　化学的性質が決まっている。 

化学やこの世界の多様性は“フェルオン”の性質	

２コはspinの違い：	
全部K核に縮退してたら 
多彩な化学反応はおきない 
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SUSYとは、粒子の固有性質である 
フェルミ粒子とボーズ粒子を統一的に扱う	

似て非なるモノを同様に扱う例 
アイソ対称性　陽子・中性子 
は似ている 
アイソスピンと言う仮想空間 
↑陽子　　↓中性子 
同時に扱う。 
二つを区別しない 
　　　　　　　　　　　　　　　　	
	

　	

超対称性　　 
フェルミ粒子ーボーズ粒子 
を同一に扱い、 
仮想空間（超空間）の中で 
↑　フェルミ粒子 
↓　ボーズ粒子と対応させる 
 
 

SUper-SYmmetry  =  SUSY 
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' (spinor , scalar場)	

何故　“ちょー”対称性なのか？	

A: 実空間（時空）にある対称性：　　ローレンツ対称性 
 
　　　　　　　　　　　　空間や時間　並進対称性　エネルギー・運動量保存 
　　　　　　　　　　　　                   回転対称性　角運動量保存 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
B: 仮想空間にある対称性：　ゲージ対称性など、粒子の固有性質 
　　　粒子の固有性質に関係した仮想空間の回転対称性(位相） 
　　　位相の自由度→　ゲージ場　 
　　　　　　　　電荷：　      γ 
　　　　　　　　弱い力荷：　W,Z 
　　　　　　　　色荷：　　　　グルオン 
　　　スピン：素粒子固有の性質 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
フェルミ・ボーズ　内部対称性に対する不変 
結果・スピンという実空間の対称性に関係した 
このA、B二つに跨る対称性であるので“超”対称性　　（空間-粒子　不可分！！） 
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超対称性粒子	

Spin 1/2	

Spin 1/2	

スピンが１／２ずれた超対称性粒子が対になっている　	

何故　今見えないか？　（重くなっている） 後で 

スピン1   に対応するのは　　スピン3/2でなく 1/2   自由度で対応 
L-Rは別々。　　　u_R – su_R(自由1)  u_L – su_L,    
           　 massless Vector (自由2) – spin ½ fermion  (自由度 4->2 マヨラナ）    　 

10 

粒子の数を倍にしてまでも得られる御利益があるのか？�

（１）　歴史に学ぶ 
２０世紀の２つの奇跡である「相対論」と「量子力学」を両立させると、時間の 
対称性が必要となり、反粒子が出てきた。（１９２８ Dirac)　 
反粒子は時間に逆行する粒子 
反粒子は「時間についての対称性」から要請される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電子を入れることで、電子と光の物理学（量子電磁気学）が 
振る舞いの良い理論となった。　　	

1932 アンダーソン：　　　　　
陽電子発見	

e+下から上へ	
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すぐに無限大になってしまう。 
この効果がmeと同じになる距
離。(1fm以上飛ぶような光は
駄目）　これより小さいスケー
ルでは適用出来ない。 反粒子を含む図形で相殺し、

有限な予言（くりこみ可能） 

反粒子の登場で粒子数が増えたのではなく、対称性が高まった。 
自然が綺麗になる例がある。大事なのは粒子数でなく、対称性！！　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　歴史は繰り返す？！	

電子のまわりには、絶えず光が出たり入ったり（不確定性が許す範囲） 
電子の質量に対する補正になる。これが発散してしまう。	

自然界には二つの大きく隔たったスケール存在している。　	
　　　プランク・スケール：時空（重力）から来た長さの 小単位　	
　　　　　　　　　　　　　　　 （10-35 m  　逆数取ると　 (1019 GeV））	
　　　電弱スケール：　真空が縮退しているエネルギースケール　v=246GeV	
                              この中を伝わるとW,Zボソンが質量をもつ。　	
　　　　　　　　　　　    　(100GeVの粒子が真空にふらふら出来る長さ10-17 m ) 	

（２）　「２匹目のドジョウ」　なるか？　「階層性問題」を解く	

ヒッグスなどの粒子もこの電弱スケールにあると思われている。	
（１）　そもそも、何故こんなに違う二つのスケールが存在する？　	
（２）　神の見えざる手で２つスケールを作っても、	
　　　　ヒッグスの質量はすぐに不安定になる。　	
　　　　（発散を含む図形が多数存在）   	

€ 

質量mの粒子のシュバルツシルド半径  2GNm 
質量mの粒子のコンプトン波長 2π/m   
πを気にせず 同じとすると 	

€ 

lp = 1
Mp

= GN =10−35m
これが長さの 小単位 
これより近いともうブラックホール	

重力がべらぼうに弱いことを反映している	

２つ全く違うものがあるのは物理の精神に反する！！ 
（階層性問題:標準モデルの　 大の問題点）　 

€ 

Δm2 ≈ pdp ≈ (cutoff )2
0

cutoff

∫ ≈ Mp
2 =1038GeV
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超対称性があると、スピン1/2ずれた 
（統計性が逆）粒子が存在し、 
発散を“必ず相殺する”。 
反粒子の時と同じ理屈： 
統計性の違う粒子を入れる対称性で発散を消す。（階層問題(2)を解決） 
 
更に、超対称性のすごいところは、トップクォークが重いと言う事実から、 
プランク・スケールから、電弱スケールを自動的に導出できる。 
（階層問題（１）の「神の見えざる手」も種明かしできる） 
 

M2(裸のHiggs質量)      =    　　○△○……………………..   （３８桁） 
ΔM2 (量子的な補正)　=  ー　 ○△○……………………..   （３８桁） 
-------------------------------------------------------------------------------------------   
 m2(観測されるHiggs質量) 　=  　　　　　　　　　　　　 ○△○△ （４桁） 
	

Fine tuning!!!!	

もし、	

積分cut off	

14 

トップクォークの質量が重い（ヒッグス粒子との結合定数〜１）と言う	
性質を使うと、ヒッグス場の質量２が　電弱スケール（10-17m)で	
負になり、自発的に対称性をやぶり、-(246GeV)2を作りだすことができる。	

長さスケールの逆数（GeV)	

プランク長	大統一の起きる長	電弱スケール	

繰り込み群（結合の授業ノート）	

全てのmass、結合強度も量子補正で 
見るスケールで違う	

小さいスケール	
大きいスケール	

中を飛ぶ量子的粒子の 
許される運動量がスケールで変化	

登場人物決めと後は計算するだけ	

ｔ	

ｔ	

Planck scaleが本質でYt=1　から 自発的対称性の破れで Higgs場が凝縮することを予言	
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（３）力の大統一 
(Grand Unification) 

統一は物理学の歴史そのもの 
 
 
 
 
現段階： 
　４つのバラバラな力が存在している。	

電気＋磁気　　    -> 電磁気 
天体の力＋地上の力学 -> 重力	

３つの力（電磁気力、弱い力、強い力）の強さを測定： 
高いエネルギー（小さな距離）での力の強さを計算 
 

超対称性粒子が 1TeV付近にあると、 
３つの力は2*1016　GeVで一つの力に 
なることが示唆された。 
è 力の大統一（GUT)　	
　　　　　　	

新しい粒子があると 
結合定数の変化が 
変わる	

繰り込みの“結合定数”の例	
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「また夢みたいなことを」と思われるかと思いますが、	

（論より証拠）トップ・クォークの予言をしていた。　重くて直接見えていなくても	

Z粒子の性質（質量・結合）を 
高い精度で調べることで、 
トップクォークの存在やその質量
を正確に予言 
 
1994年に発見：直接測った質量 
と一致： 
 
存在している（と思われる）粒子
の性質さえ分かっていれば 
高い予言能力がある。 
 

このような効果を 
及ぼす	

（４）暗黒物質のよい候補 

銀河の回転カーブや、銀河団の衝突などいろいろな観測データーで 
暗黒物質の存在を示唆 
（光らない・非相対論的・バリオンでない）などの要請がある。	

弾丸銀河団：銀河団衝突 
青:質量分布(ビリアル定理、重力レンズ） 
赤：X線（熱いgas）	

21.11cm波 
HのHFSで 
計っている	
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宇宙の96%は不明	

近の天文・宇宙観測データから	

・一番軽い超対称性粒子（ニュートラリーノ、グラビ
ティーノ）　はダークマターの有力候補 
・ダークエネルギーの正体は大きな謎	

Ω=ΩM+ΩΛ＝１ 
 

膨張速度=ΩΛ（加速） 
　　　ーΩM（減速）	

20 

４つの状態は混合する： 
（ニュートラリーノ） 
一番軽い状態は安定 
質量　O(100GeV) 
非相対論的でよい候補 

あまりモデルに依存せずに 
 
 
の質量が〜O(1)TeVの領域で 
暗黒物質の良い候補	

€ 

˜ g , ˜ q 

€ 

˜ G 暗黒物質のよい候補に 
なるモデルもある。 
この時もLHCでも発見可能	

スピン3/2	

€ 

˜ G 
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Spin 1/2	

Spin 1/2	
完全な対称性ではない。（実験で、ある程度より重いことが分かっている） 
色を持った超対称性粒子は  1〜数TeVくらいの質量をもっている。 
もってない超対称性粒子は　O(100)GeV程度 
 
超対称性は完全な対称性ではない。 
自発的に対称性がやぶれて、その破れが我々の世界に伝わってくる。 

何故�重くなっている？�

ＳＵＳＹを破る場（Hidden sector)があって、その効果が伝わっている。	

€ 

msusy =< F > /Mmediation

我々の世界 
SUSY粒子	

Hidden Sector  
(自発的にSUSY
が破れる） 

M（伝えるセクター）	

（１）Gravity Mediation:  (重力だけ感じる粒子　φ）が伝える。 
　　　重力の強さ GN     MPl(1019GeV)で抑えられる。  <F>=(1011GeV) 2	

（2）Gauge Mediation:   (両方のセクターの電荷をもつメッセンジャー粒子） 
　　が伝える。　　 

（３）Anomaly Mediation 	 量子効果で伝わる。　	
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スピン3/2	

€ 

˜ G 

ダークマター	

SUGRA      M~100-200GeV 
 
AMSB         M~300-1000 GeV 
 
GMSB         M 〜eV-keV 
	

上の二つは重いので 
非相対論的　　β~10-3-4 

グラビティーノは 
軽いので相対論的　　β~1 

SUGRA� GMSB� AMSB�

伝えている
機構�

Planck scaleの物理 
あるsingletを手でいれる。 
M=Mpl,  √F=1011 �

破る場とSM場の両方の電
荷をもつセクター 
（メッセンジャー） 
M=10-1000TeV,  
√F=105-9 �

重力場自体 
 
M=Mpl,  √F=1013 �

 

LSP� neutralino ~ O(100GeV)   
density ○-△�（残りすぎ）�

Gravitino ~O(eV-KeV) 
Hot ?  X-△�

Wino ~ O(100GeV) 
Density �X�少なすぎ 

FCNC �  m0 縮退を仮定� OK � m0を手で入れないとタキオ
ン、m0>>TeVならFCNC �

Gravitino � 100-1000GeV 
reheating X�

<1GeV 
たくさん出来るがDM �○ �
   �

10-1000TeV���（〜m0?) 
reheating  程度�○�

パラメー
ター�

m0,m1/2,  
sign(mu), tanβ、A�

Λ、M, n 
tanβ, sign(mu), Cgra  
NLSPが鍵 �

m3/2  (m0) 
tanβ, sign(mu) �

€ 

msusy =< F > /Mmediation

FCNC  b->sgamma (Z)   s->dgamma(Z)     KK mixing   	
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26 

LHCでの超対称性粒子の生成	

g	g	

€ 

˜ g € 

˜ g 

陽子の中のグルーオンやクォーク同士が反
応して 
スカラー・クォークやグルーノを作る。	

ペアーで出来る 
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(予想図）	

生成された、グルイーノやスカラークォークはどんどん崩壊し 
標準モデルの粒子複数と一番軽い超対称性粒子２個になる。　　	

特徴は、見えない粒子（暗黒物質）によるアンバランスさ 
　　　　　　　　　　　　　　　　LHCはDark Matter 工場(factory)	

.	

SUSY signal	
Mass=1TeV	

ビーム軸に垂直な面（Transverse平面）に出て来た粒子の運動量を射影： 
バランスしている　 
 
バランスしていない　	

  

€ 

 
P T∑ =
 
0 

  

€ 

 
P T∑ = −

 
P T∑ (neutralino) ≠ 0
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予想される質量パターン�

29 

€ 

˜ t , ˜ b 

さがすモード�

Jet multi  
(high Pt)  

Additional obj. Favored Model Dominant SM background processes  

High 
Multiplicity 
Nj>=3,4 

No lepton 
SUGRA,　AMSB, 
Large m0 

QCD(light & bb/cc)            
 
Z(->nunu)  and W(->taunu) + jets 

One lepton SUGRA,　AMSB,  
small m0  

                       
W(->lnu)+jets 

Dilepton,3L 
SUGRA, 
GMSB, RPV 

OS:                                 
SS,3L 　ZW,ZZ 

Tau Large tanβ, GMSB 
(Nm>1) 

W (->taunu) 
                                           

b SUGRA, stop 

γ 
GMSB (Nm〜1) 
	

Almost BG Free           
                                        FSR 

Low  
Multiplicity 
Nj〜1,2 

No lepton squark production 
Z(->nunu)  
W(->taunu) 

One lepton squark production W,Z 

No jet 
Nj = 0 

Dilepton,3L 
	

Direct 
WW,WZ,ZZ  　 
WZ main for 3L 

€ 

˜ χ 

€ 

tt (→ bb qq τν)

  

€ 

tt (→ bb qq ν )

  

€ 

tt (→ bb νν)

€ 

tt (→ bb qq τν)

  

€ 

tt (→ bb νν)

  

€ 

tt (→ bb νν)€ 

tt (→ bb eνeν)

€ 

˜ χ 1
0 →γ ˜ G 

€ 

tt (→ bb qq τν)

LHCでのSUSY事象模式図：mET　が超対称性の一つの特徴　	

€ 

/ E T
      multi             leptons	

+ High PT jets + b-jets	

                           τ-jets ……	

	


High PT jetはカラーから主に 
おまけの部分はEW	

€ 

˜ t , ˜ b 
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No	  Lepton	  モード	

Meff	  >1500GeV	  	  	  (mET/Meff>0.25)	

Data	  14	  events	  
BG	  	  5.4+-‐1.8+-‐1.5	  	  (B	  1.8,	  W	  1.2,	  Z	  2.1)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +2σだけど  	

At least 2  /  4  Jets (PT>130, 60GeV)  & Large mET(160GeV) & mET is not direct to jet 	

Meff= mET+  Σ PT (jet)	

1 candidate in high Meff region �

Meff	  >1900GeV	  	  	  (mET/Meff>0.3)	

squark-favored	 gluino-favored	

Data	  1	  events	  
BG	  	  7+-‐1+-‐2.2	  	  (B	  0.2,	  W	  2.1,	  Z	  2.9)	  	  
(-‐2σ)	  	

Run=191426	  	  	  #97984647	  
	  
Meff(4j)	  	  =	  2438	  GeV	  
MET	  	  	  	  	  	  	  	  =	  980	  GeV	  	  	  	  	  	  	  phi=-‐2.0	  
	  
4	  high	  PT	  (>60GeV)	  	  Jets	  
	  	  	  pT=974	  GeV	  eta=0.27	  	  phi=0.94	  
	  	  	  pT=277	  GeV	  eta=0.26	  	  phi=-‐1.25	  
	  	  	  pT=146	  GeV	  	  eta=1.1	  	  	  phi=1.51	  
	  	  	  pT=	  	  61	  GeV	  	  eta=-‐0.02	  phi=2.02	  
	  	  
SoV	  muon	  	  	  
pT=17	  GeV	  	  	  	  eta=-‐0.11	  	  phi=-‐2.38	  
ETCON20=4.2	  MT=9.7	  (SCT,TRT,muon)	  

Candidate	  event	  (Hardest)	

W+jets?  (MTが小さい）	
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Run=183021	  	  	  #66383304	  
	  
Meff(4j)	  	  =	  1810	  GeV	  
MET	  	  	  	  	  	  	  	  =	  460	  GeV	  	  	  	  	  	  	  phi=1.8	  
	  
4	  high	  PT	  (>150GeV)	  	  Jets	  
	  	  	  pT=528	  GeV	  eta=0.58	  	  phi=-‐1.45	  
	  	  	  pT=418	  GeV	  eta=0.83	  	  phi=-‐0.19	  
	  	  	  pT=233	  GeV	  	  eta=-‐0.91	  phi=2.54	  
	  	  	  pT=171	  GeV	  	  eta=-‐0.47	  phi=-‐3.11	  
	  	  	  pT=42	  GeV	  	  	  	  eta=0.47	  	  phi=1.52	  

Candidate	  event	  (2nd	  Hardest)	

	  Meff　is	  approximately	  	  
about	  1.5	  *	  M(squark,	  gluino)	  	  	

If  it is Sugra-like candidate  
gluino,squark ~ 1.3-1.5TeV 

good candidate 	

Large m0 (Focus)         gluino  > 850GeV 
small m0            gluino/squark > 1.5 TeV�

gluino/squark への制限  (no lepton)��

simplified mode]	
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One	  lepton	  モード	
Electron	  (PT>25GeV)	  or	  muon	  (PT>20GeV)	  	  
At	  least	  3jets(PT>100,25,25GeV	  )	  	  	  MET>250GeV	  	  	  	  	  MT>100GeV	  	  	  Meff>1200GeV	  	

Data	  3	  events	  
BG	  	  5.7	  +-‐4.0	  	  (W/Z	  2.9	  	  B	  2)	  	  
	  
→	  σ(95%CL)	  <	  1.3	  .	  (one	  leptonのほうが感度は高いがBrがmSUGRAでは小さい）	

Small m0   squark/gluino > 1.2TeV 
Large m0   gluino >  750GeV  

36 
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2015年頃　　　   ECM=14TeV  L=O(10)fb-1  	

L=300fb-1  で   squark, gluino mass  2.5TeVまで発見可能 	


