


loopの符号の逆でcancel -> 2次の発散を
なくす�

EW は�実験で検証した。
Mplは幻想にすぎないのでは、重力が別の理由で
小さくなっているのでは？



余剰次元�
何故、重力が他の3つの力と較べて10-40 も弱いのか？��

. 
. . . 

3次元空間（ブレーン） 
通常の空間�

Extra Dimension 
（余剰次元）� 重力子（スピン2は閉弦） 
他の素粒子（スピン 
0,1/2,1 開弦）�

重力子は、全空間(bulk)を自由に運動、他の素粒子は、
3次元の膜にはりついている。
重力子がこの膜に来たときだけ感じる�
(重力が見かけ上、弱くみえる。�)����

余剰次元がどうなっているか？��flatなのかwarpしているのか？ 3



階層問題　Plank Scale vs EW scale 　への別のアプローチ 
 (この問題をＳＵＳＹはcancelで保証)　

重力のスケールMd~TeVでも、膜の上ではPlank Orderになる

重力は
見かけ
弱いだけ�



KK �

KK mass



（1）体積で稼ぐ場合： Large Extra Dimension
�������flat space�

€ 

Mpl
2 =VdM0

2+d

（ADD）�
 Vd� 我々�

  1/R << TeV G：たくさんのKK振動モード�（それを足し合わせると、Gは強い結合）
��Large Extra dimension (signal mono-jet)

d=2   LEP     ee->γG�� M0>1.2TeV    (1987A   cooling 5TeV)
d=6   Tevatron     pp->Jet G   M0>780GeV  (1987A  0.1TeV)

境界条件 4次元ではKK粒子が�1/R�mass�をもつ
軽い�KK  massになる。 �(d=2 1mm    10-2 eV������R=100fm  2MeV)

d=2    R~1012fm  ~ 1mm

d=6���R~100 fm     >>  1fm 原子核よりおおき
             (このR以下の距離では3次元でなくなる��F~1/R^2�からずれる）    �

M0=1TeVとすると R ~ 1032/d-4  fm �



（2）曲げて稼ぐか？�（RS-I）� Hidden brane 

我々 

直感的に言うと�曲率(k)の10倍程度しか
はなれてなくても、volume�としては
exp(-krπ）で大きくなるので十分うすめることが
できる。
Mpl=exp(krπ）Λ   ��� Λ~TeV  krπ~40�（kの条件）

私が住んでいる 
Planck Scale  
1019GeV 

KK: Graviton  スケール　 Λ＝Ｍpl  exp(-krπ) 
Λ＝１０−１００ＴｅＶ　　（重力の本当のスケール）　 
k/Mpl=0.01-0.1　　（曲率） 　 

我々の世界のGravitonは、KK　excitation 
Mn=xn(k/Mpl) Λ　　　  xn=3.8, 7, 10.2 … n=1,2,3　　 
　　　　　Coupling  1/ Λ 
　　　　   n=0  普通のGraviton (P5=0) 
             Xn:曲がってるのでベッセル関数の解 
M1:first excitation stateの質量　数TeV 

Λ�

r~1/Mpl  (小さい）

膜もかなり
重いので
膜自体の重さ
で時空は曲がる
おおきなkは自然
で、flatな方が
特殊解�



（3）応用(一般化？）で�SM粒子居場所�

余剰次元はコンパクトになっている。
1/R ~ TeV:  TeVの物理ではその効果が効く
RS-IIは、コンパクトではない

階層問題を解くことに主眼をおかない。
RS�モデルの変形の時も、flat modelの変形もある。

SM粒子も余剰次元方向に自由(?) に運動可能

         UED(KK)         (全部伝わる。�）

 または、ある別の近くの膜にいる。�(fermion mass)

         gluon(1)->tt     (Higgs,t,bがTeVブレーンの
���������������方によく集まる） 
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TeV余剰次元で期待される観測トポロジー�

(1) High mass lepton pair (ll)  (KK Graviton)�

(2) High Pt 2 jet, High mass jets         �
���������������������������(BH2jet, 重力のコンタクト相互作用） �

(3) High Pt top�pair/bottom pair        (KK RS gluon)�

(4)�Large mET +jets SUSY-like signal   (UED KK-Photon がstable)�
      Large mET +single jet  (Monojet)     (ADD Graviton)�

(5) High mass multi-particle topology    (String ball、BH)�

複雑になっていく.

9



分岐比は”民主的”�すべてに等しく�
後は自由度���(spin,flavor,color)�

(1) KK Graviton Lepton pair resonance   �

G→eeが感度が高い：Meeに綺麗なpeak
k/Mplが大きいと(結合大きく） �
数増え、幅広がる�
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発見能力：���Graviton resonance  RS-I � K-factor�

k/M=0.01  1TeV           k/M=0.04  1.6TeV  付近まで �
最終的には、2TeVくらいまで。�（Λで30TeV程度）�11
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Λ=30TeV  (k/M=0.01  mG=1TeV)   ����
あっちの世界の重力：~30TeVくらいまで�KK G→eeで探ることが出来る



pp→Ｇ1→ e+e- が一番いいチャンネル：

Trackの分解能� Δp/p �~�p   で高い領域では悪くなる（μ駄目）�

�カロリメータ分解能� ΔE/E~ 1/SQRT(E) （統計）�で良くなる�

gg�→�G＊→�γγ�の角度分布がBGに近くなる    1+cos2θ �
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(2) 2jet excess   (KK 2j, contact, BH)  �
gg→gg
qq→qqのgluon t-channel exchangeがQCDだけでなく、high Qのところで
重力の効果:��

一番�基本的な check

14

BHが出来ない時:�
���MBH<5MP�
  (P.Meade + L.Randall) �
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2jet事象を選ぶ �
Mjj分布を作ると大きなところ�
MPのところからズレが生じる。 �
（これも不連続にMPでいきなり�
�ずれるようになっている）�

PT_Jの大きなところにズレ�
tでなく、s-channelの物理�

断面積σ~πr2   �
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ECM14TeVの発見能力：�

Mp＝7TeV�最終的には 9TeV付近まで探ることができる。
この解析は、ナビゲーターの役割：これでexcessがある場合ー＞�コンタクトinteraction
TeVでなく、O(10)TeVにnew physics があることを示唆 �



なかなか難しが大切。
jet energy calibation�5％で行って、40−50％の
不定性になる。

最終目標 %  ->   PDFの不定性レベル�（10％）
17

ただ、なかなか難しい研究�
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(3) KK�gluon →��tt  high Pt top resonance �

KK gluonは、ttに主にdecayする。
high mass top が増える�

KK(gluon) �
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PTが高くなるとtop  175GeVさえも
無視できるほど小さくなる。
一本のjetがよくみると細かいjet3本で
出来ている、
（subjet構造）

ECM=10TeV  L=275pb-1
5σ�発見可能�Mg=1TeV �

2TeV付近まで探ることができる。



(3)  gg->gG (モノジェット）  or UED  mETがある。 �

20

LED(TypeI)の時、KK mass   d=2  L=1mm  0.01 eV  
                                                d=6 L=100fm  2MeV

KK Graviton mass 0.01eV:    1000GeVのenergy をもつobjectに対して
�[1000GeV/(.01eV)]^d  = 10^30  の KK modeが寄与可能になる。
�Gravitonの結合定数が10^30倍される。 

Gravitonの結合定数が�実質enhanceされる。��



gg->gG (モノジェット）�

Gの結合が強くなる。gの代わりにGが放出：missing.�
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ここしばらく真面目にstudyしていない
チャンネル。BG結構大きい�



Universal Extra Dimension （UED）�
SM massに1/R(~TeV)のおまけ+輻射補正��
縮退したSUSYの様なモデル
ΔMが小さいので、特殊な解析が必要＋輻射補正�

ΔM>300~400GeV
SUSY解析すれば
モデルに依存しな
い結果

今は<100GeV

one high Pt jets
(ISR)
+ lepton
+mET 

22
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縮退がどれだけとけるか？に依存する。（cutoff が20*1/R)のとき��Δ=1TeV
1/R=850GeV 

14TeV 1fb-1 で�1/R~1.2TeVくらいまで��（DMの候補 700GeV) 





2.  高次元ブラックホール��

2-1:  LHCでのブラックホールの扱い方
2-2:  どうやって探すか？�発見能力
2-3:�何を測るか？�（まだ始めたばかり）�25



2Rsより小さい距離(インパクトパラメーターb)
で2つのpartonが衝突すると�
ミニブラックホールができる。

b < 2Rs 

衝突するpatonの重心系 
E/2のエネルギーのparton：
このpartonのドブロイ波長(2π/(E/2))
これが2Rsの半径の中にないと、
“点としてのparton”がぶつかると言う
古典的な近似が駄目になる。

ブラックホールの質量 MBH�~ E として、
（全部のenergyが中に入った）
4π/MBH < 2Rs

MBH > (4-5.5) MP� (n=2-6)

この最低値は、LHCではfix
不連続な閾値：
free parameterとして研究している。

余剰次元nまで含めた重力定数 GD 
DLでの定義:
MP=1/GD (Fundamental Planck scale 
~ TeV)

このとき�シュバルツシルド半径

(1)生成過程�

古典的な近似：�

σ= πRS2�~ MP
-2 (MBH/MP)2/(n+1) �

26



PDFをかけて、積分すると断面積になる。 �

MP=1TeVの場合：  σ= 41(n=2)     22(n=7)  pb      MBH>5TeV  
                               = 0.34 (n=2)  pb                 MBH>8TeV
                               ~ 10fb (n=2)                     MBH>10TeV

MP=2TeV, MBH>10TeV   数fb  の小さい値になる.

τ=√x1x2 �

重要な点：�

(1) MBHの下限�

(2) Mp -（2+ε）�
2倍で一桁弱�
小さくなる�

(3) MBH 
2/(n+1) で �

���断面積増える。 �
��普通と違う�
���PDF suppress�
    (systematic �
       ~20%程度）�

(4) nにあんまり �
���依存しない�

27�

一般的に大きな断面積：初年度2010年から楽しめる物理�



古典断面積からのずれはどのくらい？�

Yoshino-Nambu-Rychkov  (2つの重力場がぶつかる Aichelburg近似） : �
BHが出来る。��古典からのズレ：Formation factor�

高次元ほど：出来やすくなる。2次元surfaceでなく 2+n次元surfaceにtrapさ
れる。 �
でも O(1)�
そんなに悪くはない近似��
新しい�charybdis 2 にはもう取り込まれている。�（look at table 形式）������
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高次元BHの解の研究がLHCで可能になる（機会がある）���

LHCでは��電荷�(leading particleのchargeをみることにより分類可能？）�
��������カラー荷�（一般に測定できない。ほぼ確実に色つき） �
��������角運動量（測定可能？�あとで）�
���������������������������������けっこう毛がフサフサなBH����

29

大事なのは、断面積の多くがhead-on collisionでなく、��角運動量�
���Jmax =�RsMBH/2  ~�3-10程度(n=2-7)をもっている。 �
���E=MBH/2   最大�Rsのimpact parameter 断面積はRsの大きい方が効くので �
���大部分のBHは、角運動量をもつことになる： 廻るといろいろ面白いことがおきる�

BHよりブラックストリング
が形成される。

いろいろな解がある。
��どんな解が実験で検証できる？

解の違いによって、観測される
�事象の形がかわる？�



(2)崩壊過程�
10-26秒程度の短い寿命�

(1) Balding phase�
     BHには毛が4本（mass, 電荷、角運動量、QCD色）しかない。 �
�������多重極、その他の量子数を失う過程��（主にGravitonを出す） �

(2) Spin-Down phase スピンをうしなっていく��（ホーキング輻射に従う）�
�����角運動量より�beam pipeに垂直な成分にゲージ粒子がたくさんでる。 �

(3) Schwarzshild phase  spin=0 (2)と同時進行だが(2)の方が早い�
      丸いBlackholeが質量を失う  (ホーキング輻射）�

(4) MBH̃MP   量子重力の効果が重要  で扱いにこまる �
軽く熱く
なっていく�

30



ホーキング輻射過程�

LHCでは、初めの二つの過程が取り込まれていない研究の段階�：�balding 過程??�

( )
n

BH

P
PH n

n
M
MMT

+


















+Γ

+
=

1
2

2/)3(8
2

  

€ 

dN
dE

∝
(E /TH )

2

exp(E /TH ) 1

n=2� n=3� n=5� n=7�
TH(GeV) � 179� 282� 470� 629�

MP=1, MBH=5TeV�

高いエネルギーの粒子を中心に放出：重いことを反映�31



THの分布をもった粒子が、多数放出�
される。 �
（n大きいー＞高温ー＞数は減る）�

自由度で放出： �
ただ、カラー、電荷の保存�
（ジェネレーターの都合による �
�バリオン数、レプトン数）保存より �
こんな分布になっている �

グルオン(色の自由度）、 �
クォーク(1 d  2 u …)�
反クォーク �
その他のゲージボソン�
レプトン (11 e  12 ν …)�

自由度だけ： �
ー＞グレーファクターは考慮して�
���スペクトラムは計算している。 �

<N>~MBH/2TH�
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JHEP0602 021 �

現在は、Gravitonは含んでいない。高次元になるほど、バルクへGraviton輻射が増える�

自由度までいれると�まあ
やばくはない程度、発見には問題ない。

質量の再構成がむずかしくなってゆく。
Gravitonがはいってなくても
ニュートリノ(5%)もあるので、W,Z->νあるので
mETの大きなtail はある。
（SUSYよりも大きなmET �いろいろな情報) 33



Grey Factor も取り込んで計算している。 �

（Idaさん、odaさん）�

a:    J=2/(n+2) a   a=0., 0.3, 0.6 … 1.5  と角運動量が大きいほど�

スカラー、フェルミオン� ゲージボソン�
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スピンダウン過程でゲージ粒子放出が大事
ゲージ粒子はスピン軸の方にでやすい。 �

まじめに研究すると、角運動量の
情報がとれるかも？� 35



MBH~MPになったとき�

量子重力の世界：��コライダーBHにだけの特有の機会： �
アイデアがないので、今は�
ただのN体(N=2多い)のPhase spaceでdecayをしている。 (たぶん�いい近似？） �

エネルギーの1/5�~�1/10程度の使い道：��
���発見には影響ない�
���この時�何が起こるかが測定できれば非常に面白い： �

���MP/2のジェットなどが多い？： �
���jetの分解能 8%ほどなので、全体を静止する系からみると�
���単色なjetとしてみえる。E_jetに分布を出すと、相対的に増えたEが見える。 �
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(3)解析と発見能力�
2つのアプローチ：�

（1）粒子の数の情報使わず、�大きなΣET�> 2500GeV�を要求する。 �
�����ノイズやQCDを落とすため、e,μ PT>50GeVを一つ以上要求 �

（2） N>=4 (jet,lepton,photon PT>200GeV の high PT object)�
       一つは lepton である。���Nが小さくなるとまずいがefficiencyが高い�

BG   20fbくらい�（QCD,W,top,Z) � BG 120fb? くらい�(W,top主）�37
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MPl=1TeV,  n=2    MBH=5 TeV���

SumET は緑（電磁カロリメーター）、オレンジ（ハドロンカロリメーター）での観測された �
エネルギーを足していく。クラスターしてるしてないは気にしない。 �
クラスターしたものを整理すると（Nobj=11） originalのdecayの情報を反映している�



上がsumET法�
下がhigh PT multi-object法�

Mp＝1TeVの5σ�発見能力�

閾値 5TeV だったら L=1pb-1�
  ���（1日のrunで十分） �
閾値 8TeVだったら、L=0.1fb-1�
����（1月のrunで十分） �

Mp＝2TeVの5σ�発見能力�
でも数fb-1で発見可能 �

�閾値�9TeVくらいまでなら�
 95%CL のexclusion regionも �
�同じような領域�

似たような感度だが
ロバストネスで両方大事：
SumETはぼやーと全体が丸く
光るような事象も引っかける。���� 39



来年2010どこまでいけるか？�

似たような感度�ECM 10TeVなら Mp=1TeV  MBH̃5TeVまでさぐれる。 �
��8，9TeVはLuminosityがあっても難しい。 �

ECM 7TeVの時は�MBH~3TeVくらいまで。 �
来年後半の10TeVがexciting�
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(4) 測定出来ること  （どうBHの研究をすすめるか？）�

(A)  BHのmassの決定：��崩壊で出てきた全粒子のエネルギー・運動量�不変質量 �
��事象ごとにちがうが、PDFの効果で閾値付近がおおくなる。 �

��高い方の分布からPDFの効果を除くと�断面積�σ~Massで増えていくことをcheck�
     -> BHの有力な傍証？�
    ただ組むだけでは、νの効果で低くなる。（Gravitonまで考慮すればでもっと低くなる）:�
��mET < 100GeVで効果を抑えることができる。 �

��立ち上がり、THS付近の研究は、古典的でないBHを探ることができるが、、 �

ズレは -100GeV
分解能は 200GeV程度
事象ごとに

10％ほどでMBHが決まる。

電荷も観測可能？
���jet: jet-charge 

sumET>2500GeV

mET<100GeV

発見は容易：観測されたexcessから、どうBHや余剰次元のことを探るか？�
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(B) Large mET事象の割合：�

1.  バルクへのGravitonの放射�
2.   Spin down の時、横方向特定の方向(spin軸）にゲージ粒子がでる。－＞Z,W  からν�
3.  νの占める割合は、nによる。 �
�������nが小さい方が フェルミオンであるνが多くなる�
�������一方nが大きい方が、ホーキング温度が上がって�高いmETになる。 �
�������SUSYに較べて格段にmETが大きい（区別可能） �

1,2はまだ入っていない段階：��mET分布から�これらの混合した情報がえられる。 �

2．は （C)のhigh PT�
 photonで束縛条件が �
得られないか？ �

3は、(E)のenergy fraction�
分布からnをもとめる。 �

すると1についてのdiscuss�
が出来る可能性がある。 �
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(C) Thrust軸とその付近のhigh PT photon �

Spin-down processをさぐれないか？
��この過程では、ゲージ粒子放出が重要で、かつspin軸の方にでやすい、
��photonはhigh PTで分解能があがり、jetととも区別可能：

廻っているBHは、より高いエネルギーの粒子を出しやすい。
Thrust軸を決定できないか？�Photonでlossの過程を探れないか？�

PDGの定義�
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Energy after Boosted to rest frame of BH  

Howking Temperature 

Fitting function::p0*(E/p1)2/(exp(E/p1)+1) 
E(GeV) 

BH param:: MP=1TeV, d=6, MBHmin=5TeV 
180度
蒸発の過程
で
温度が上がっ
ていく。 �

(D)電子を使って（high Eで良くなる）温度測定 �

温度があがっていくので、残念ながら温度が定義できない。グレーファクターも歪む
回転の効果：上げる効果、W,Zからの電子の寄与は下げる効果：

ln(TH)=1/(n+1) ln(MBH)+C �44



(E)Highest PT object が半分以上のmassをもっていく確率 �

mET<100GeVでいい事象＋SUMET>3500GeV(method 1)�
E>MBH/2の確率をmassの関数で分布する�
nが大きいほど、温度があがるので、leading の粒子がmassの半分を運んで �
しまう確率が高くなる。nを決める�

（今は first 2 stepをいれていない。スピンダウン過程などで汚されてしまう可能性ある �
45



BH断面積のECM依存性�

さっきお話したように、ひょっとして10TeV程度のECMで2年ほど足踏みの可能性：�
このばあい：MBH>=5TeVで�a few pb  14TeVと比較して�約1桁断面積が小さくなる。 �
来年10TeV楽しんだあとは、14TeVに速やかにECMを上げる必要がある。 �

!"#$%
&'()*

+
,--- .--- /--- 0--- 1--- 2---

%
!
,

3
4
#
5
!6
7

!,,-

,

,-

.,-

/
,-

0,-
*8.9,-:#$

*809,-:#$

*8;9,-:#$

*8.9;:#$

*809;:#$

*8;9;:#$

46


