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エネルギーフロンティアの物理 
ＬＨＣ:テラスケール物理	

1. 宗教の時間: (何故　エネルギーフロンティアなのか？） 	

2．コライダーと運動学 / ATLAS/CMSの検出器	

     パフォーマンス比較     　　　　　　　　　　　　　    	

3．陽子の構造とPDF  実際に起こっていること 	

　　・　テラスケールでのSM検証　(QCD, DY, Top, EW )     	

4．Higgsの最新結果　　　　　　	

5．超対称性粒子             　 　　　　　　　　　　　　　 	

6.  余剰次元とその他　                        　　　　　　	

2012年12月19-21日　　東北大学にて	

標準模型（量子電弱理論＋量子色力学）　　80-90年代に実験的に確立　	

１．Lepton/Quarkが対をなして、	
　　３世代ある：	
　　右巻き、左巻きの	
　　カイラルフェルミオン (spin ½)　　	
	

２．力を伝搬するのは　(spin 1)	
　　γ,Z0/W+-、グルオン	
　　（重力をのぞいて３つの力）	
	
    重力を含め、	
　　ゲージ対称性	

　　に支配されている。	
　　（位相の自由度に局所不変性	
　　　を要求する。）	
	

３．ヒッグス場による質量	

素粒子物理学の最重要課題：�
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色々な物理量をO(0.1%)の高い	

精度で測定。一次の輻射補正を	

検証した。	

（新しい方法：革命 ->�次ページ）	

	

左図は、実験と理論のズレを示す	

理論の予言する値と高い精度で	

一致。	

(bのfb asymmetery�2.8σ��1%弱)	

 
非常に高い精度で合格	

�����もうやることない？	

����

1989-2000年	
LEP,SLD,Tatatron実験で	
大量のZ/W.　（top)を	
生成して精密の検証を行う。 �

２０12年冬	

標準モデルの計算値と実測値	

Measurement Fit |Omeas−Ofit|/σmeas

0 1 2 3

0 1 2 3

∆αhad(mZ)∆α(5) 0.02750 ± 0.00033 0.02759
mZ [GeV]mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021 91.1874
ΓZ [GeV]ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023 2.4959
σhad [nb]σ0 41.540 ± 0.037 41.478
RlRl 20.767 ± 0.025 20.742
AfbA0,l 0.01714 ± 0.00095 0.01645
Al(Pτ)Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032 0.1481
RbRb 0.21629 ± 0.00066 0.21579
RcRc 0.1721 ± 0.0030 0.1723
AfbA0,b 0.0992 ± 0.0016 0.1038
AfbA0,c 0.0707 ± 0.0035 0.0742
AbAb 0.923 ± 0.020 0.935
AcAc 0.670 ± 0.027 0.668
Al(SLD)Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021 0.1481
sin2θeffsin2θlept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012 0.2314
mW [GeV]mW [GeV] 80.385 ± 0.015 80.377
ΓW [GeV]ΓW [GeV] 2.085 ± 0.042 2.092
mt [GeV]mt [GeV] 173.20 ± 0.90 173.26

March 2012

高い精度(<0.1%)での測定が“見えない粒子”を見た例　その１ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

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： 
中心値　どんぴしゃ 
 
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。 
 
->   < TeV程度まで  
　　　　(decoupling theorem) 
 

このような効果を 
及ぼす	

4 

トップ・クォークのmassを予言をしていた。　Ｚ粒子のmassや結合を精密に 
測定することで、重くて直接見えていなくても	
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top, W, Higgs 	

例2：ヒッグスの予言と観測されたdata 

Higgs	

W & Top mass	

Z precise study @ LEP	

「謎１」　フェルミオン質量の起源、湯川結合 
	

解けていない謎	

quark & Lepton Gauge particle 

Higgs 

Gauge Principal 	

SSB 
Yukawa 	

ニュートリノの質量の起源？　　　	
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「謎１」　フェルミオンの質量　　　　湯川？ 
	

m (e)   =     0,000511 GeV/c2 

m (τ )  =      ~1,8         GeV/c2 
 

m (u)  =    0,005   GeV/c2 

m (t )  =    ~ 174   GeV/c2 

解けていない謎	

€ 

fqφq LqR

RとLはもともと全く違う粒子（量子数が違う） 
R（ヘリシティー：＋向き）を消して、L（反対向き） 
真空が、弱い相互作用の電荷をもった“状態”	

Spin 

P 

Spin 

P 
R L 

mass: 光速からのずれのパラメーター：Ｌ−Ｒの混ざり方 
 
違う粒子LとR：、 
 

€ 

mqq LqR

こんな場　Φってあるの？ 
Yukawa結合f　なんで 
こんなに小さいの？ 
Top=1 　　電子10^-5 
ニュートリノ？ 

€ 

qR

€ 

qL

€ 

φ

光速でローレンツ変換(massがある場合）	

「謎２」　複数の力が存在する：　 
　　　　　「物理学とは統一の歴史」　 
　　　　　これらを統一できるか？ 
	

電磁相互作用 
弱い力 
強い力 
重力	

鍵を握るのが 
SUSY 

Ｈiggs（elementally scalarだったら）のmassを制御する上で、新しい対称性は不可欠：	
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「謎３」　なぜ３世代なのか？　　 
　　　　　（−＞ＬＥＰ　Ｎ＝３）　世代って？ 
　　　　　 
「謎４」　標準理論はフリーパラメーターが多い：　 
　　　　　宇宙のわずか5％しか説明できない 
 
「謎５」　重力をどう素粒子物理に物理になじませるか？ 
　　　　　　　　弱さをどうする？　量子化？　 
 
「謎６」　物質・反物質の対称性の破れの起源 
　　　　　　　　　　KMでは足らない。 
 
 
現在の最重要課題 
 
（１）質量の起源の解明 ( 謎1) 
（２）標準理論を超えた新しい素粒子現象を発見し、 
　　　謎2,3,4,5,6 に対する突破口 
 
　この２点につきる。エネルギーフロンティア加速器実験 
　　　　　はこの謎に迫る「王道」の手法： 
　　　　　 
 
　	

１限目：　コライダーと運動学	

(1)  コライダーとは 
       電子・陽電子コライダーの比較 
 
（２）LHC 
 
（３）２０１２までのrun 
 
（４）その後の計画 
 
（５）ハドロンコライダーの運動学	
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(1) 加速器側から見たコライダーの種類	

エネルギーフロンティアを実現するには、	

	

　  [A]Fixed target (      ) と Collider (        )	

　　　　Fixed target 14TeV  Eb=10^5 TeV　　　	
               (0,0,Eb,Eb)+(0,0,0,m)   ECM √2mEb	

               対称、非対称コライダー  (0,0,E1,E1)+(0,0.-E2,E2)    ECM=√4E1E2	

                      （B実験  e- 8GeV e+ 3.5GeV   Υ（4S)=10.58GeV)	

                        実はHadron コライダーも非対称　（あとで）	

	

　　    　à コライダーでないといけない。	

	

  　[B]ＳＲとBending　（電子・陽電子 vs Hadron)	

       SR    	

       Bending  P(GeV)=0.3B[T]ρ[m]	

   	

€ 

2mEbeam

€ 

4Ebeam1Ebeam2

€ 

δE(MeV ) = 8.85 ×10−2E(GeV )4 /ρ(m)

Geneva空港�

円周27kmのリング	

（地下約100m）�

CERN	


スイス側�

フランス側�

ジュラ山脈�

1989-2000 LEP ee  
2008-XXX  LHC  pp 

曲率半径 ρ＝2.8km (18km+9km) 
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LEP ( large electron positron) 加速器(電子・陽電子）�
電子と陽電子を衝突させる。	
重心系のエネルギーは、91GeV(Mz: Zボソンの量産)から 最高 209GeV	
  　　　　　　　　　　　        (1989年実験開始　2000年終了) 	
	

電子・陽電子を加速するための	

超伝導加速管（６ＭｅＶ／ｍ　= 6keV/mm）	

ーーー＞　エネルギーはこれで決まっている	

(LCは、50MeV/m　SR lossでなく一回ぽっきりで加速しなければならないので)	


曲げる為の磁石	
１０００Ｇａｕｓｓくらい　	
　　　　　普通の電磁石 	
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加速に金をかける　電子・陽電子　-> E^4 R-1でＳＲが増える 
                                                        円型の限界 -> Linear コライダー 
 
曲げるのに金を掛けるのが　ハドロンコライダー 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E^1  R-1　Bが必要　まだ大型化可能(linear)！ 
                                                       磁石が倍になれば、Ｅも倍 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  20 Tをめざして、超伝導新素材の開発 （DLHC計画）　	

ー＞　強力な磁石が必要	

ハドロンコライダー   LEPと同じトンネルを利用（２００８年〜）	

8.3Tの強力な超伝導dipole マグネット	
１5ｍ＊1232＝１８ｋｍ 	5MeV/mの加速勾配 

超伝導加速空洞を８カ所	

エネルギーを決めているものが 
このまげる為の磁石ー＞ 
	7TeV=11 erg=10-6 J (ハエ 10mg が 秒速50cm(時速２ｋｍ)で飛ぶ運動エネルギー：マクロな量） 

γ factor = 7450	
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Livingston Plot	
１．ハドロンコライダーは実効で	
　　約１／６ 〜 １／３　	
　（Luminosity次第 )	
	
2.  実効でeeコライダーの数倍ＥＣＭ	
　　発見に寄与してきた	
	
3. ＬＨＣは、従来の1桁増し	
  　大きな飛躍	
　（はじめてTeVの物理）	
	
4. 飛躍は難しい？ 親ブッシュ　SSC	
   (1999 ECM_pp=40TeV eff〜7TeV)	
　民主クリントン政権下　LHCと比較	
	
　金融（Quant) バブルを生む原動力　	
	
5. のびは悪くなっている	
　　->　新しいブレークスルーが必要	

(2)これまでの歴史	

Tevatron 
(Run1:1987-  Run2:2001-2010?)	

1994: Topの発見                                                   　1983:W/Zの発見	

SppS(もともとSPS)	

ISR, SPPS,LHC 
SPPS: B=1.4T(常伝導：電気くう） 
円周6.9km   0.54TeV B=4T  円周6.3km -> LHC 1/8 

手前はリサイクラー（反陽子を捨てずにとっておく）	
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Bending dipole magnet 

NbTi 超伝導1.9K（Ｈｅ温度）まで冷やして、B=8.3T (7TeV)  (injection 0.5T at 450GeV) 

1.9K  cold mass　（世界最大の 
冷たい巨大構造体） 
700L*1232=8.5KL のHe  

コイルー＞磁場を上下方向に発生させている。ー＞次のページ	

PPなので２本パイプが必要で逆向きの磁場	

超伝導ケーブル	

広がろうとする力 
ケーブルを抑える 
カラー	

リターンヨーク（強磁性体）	
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€ 

Beam の総エネルギー	

7TeV*1.05*1011=7*1023eV	
=1.2*105J=	
＊2800バンチ	
＝334MJと言うエネルギー	
	
100tの物質が時速300km	
に相当する運動エネルギー	
(Beam dumpも難事業)	
	
777  100-200トン	
着陸直前　300km/h　くらい	
	

反物質を使わない選択	

Accelerator	 ECM	 数	 bunch 
crossing 	

luminosity	

(cm-2s-1)	

RUN-II 	

(2001-2009)	

2TeV	 3*1010個 

３６バンチ	

    396ns	

	

  5*1031	

　0.5fb-1/年  

LHC     	

 (2009-)	

7-14	

TeV	

1011個	

２８３４バンチ	

25-50 ns	 1033 -1034 

10-100 fb-1/年	

反陽子：10８/ｓ　くらいでしか出来ない　	
数時間で可能な1011〜1012個のオーダー	
1014個は、無理（１１日かかる）ー＞　ＬＨＣは陽子・陽子	
	
LHCはgluonとquarkのコライダー (反quarkの寄与O(100)GeV）	
Tevatronは、quark-反quarkコライダー	

バンチ	 バンチ	バンチ	

ル
ミノシ

テ
ィー

が 

す
ぐに

で
た

理
由
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Bunch Structure of beam　                 	

L = n1n2
4πσ xσ y

f = n1n2γ
4πβε

f

beam size 
 σx σy	

n1 proton 	 n2 proton 	 “bunch”	

Nbunch in LHC ring	

Nbunch　1380  (20MHz)　　　　　　　　　2800 (40MHz) 
σ= 16 µm     　　　　　　　　　                  16　µm  
n=1.6*1011 (これが今の限界）　　　　　　1.1 *1011 　	

　L=7.6 *1033cm-s s-1	

1.6 1011 個の陽子が１つのバンチ 
バンチサイズ　 16 * 16 µm  長さ 6 cm 

実質3年目で 
design Luminosity (1034)　 
陽子・陽子は楽 
(LEP,Tevatronが苦労したのは反物質)	

β * は　このσと関係ある量 
  βε/γ (emittance) =　σxσy 
 
　β=0.6m 
  ε=2 µm rad 
  γ＝4300 
  σ= 16 µm   

デザイン	

€ 

L =
f *Nb

2

4πσ xσ y

=
40MHz* (1.05*1011)2

4π (16µm*16µm)
=1.37*1034cm−2s−1

L *T(107sec) =1041cm−2

=100 fb−1

(1b =10−24cm−2

1 fb =10−39cm−2)

Luminosity	

ＫＥＫ−Ｂと同程度	
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2011 年　　５fb-1	

6 fb-1	

13  fb-1	

Finally  
〜　22   fb-1	

ハドロンコライダーの不利な点：	

P-P 非弾性散乱　σinela=70mb	

バンチあたりの陽子の数1.6 * 1011個	

	

バンチの大きさσx＝ σｙ＝ １7μｍ	

	

70*10-27＊Nb
2/(4πσxσy）＝35	

	

１回のすれ違いで35個のケチな反応が起こる。　	

Ｐｔ＜２ＧｅＶが主（解析に致命傷ではない	

　 ただ、分解能が悪くなる）	

　　 	

検出器の負担になる	

　	

　　　　	

陽子の中のパートンが反応（ハード過程） 
陽子全体が反応　Scale 1fm ~ 200MeV 

2010年 
　Np〜2	

2011年 
　Np〜10	

高いルミノシティーの代償：パイルアップ	

2012年 
　Np〜30	
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Zà μμ 

6cm 	Vertexをきめないといけない。	

（１）	

解析が 
難しくなる	

（２）　pileup　依存性を補正する 

Soft trackがどれだけいるかで 
ミニマムバイアスの分を 
補正する。 
 
CMSは、NNで勉強させている	

２５ vertex	

ハドロンコライダーの運動学	 ｘ：Bjorkenのx 
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次のページ	

（１）　　　ＥＷの物理　　　　  quark-反quark,   quark-gluon,   
                                          anti-quark-     gluon のコライダー 
 
(2)        TeVの物理　　　　　quark-quark,   gluon-quark コライダー 

２限目にやりますが、陽子は複合系	

個々のParton (ｘEbeam)の運動量の
確率分布（ＰＤＦ）が大事	

	

<有効ECM>=SQRT(X1*X2)　＊ 	

　　　　　　　　　　(2 or 14TeV)	

　　有効ECM>100GeV(面白い物理）	

　　なので、　	

  　　 Tevatron　 <x>  >  0.1	

   　　LHC<x>   >  0.01	

	

Ｋｉｎｅｍａｔｉｃsに十分余裕があるから、
gluon , 反quarkが十分	

寄与出来る。	
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重心系で計算した y   
 
重心系　βで移動（非対称コライダー）　　　場合は 
 
tanh-1βを足せばよい。　　速度みたいな量 (rapid 速さ）	
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ECM =13/14 TeV の　2014年１２月　再スタート　物理run は2015年早々から	

ab-1 の世界 
何を？？	

ここで　30fb-1 ぐらい貯めましょう	

ここで　300 fb-1 ぐらい貯めましょう	

３年で約30fb-1 
貯めました	

36 

superconducting cable  

copper bus bar 280 mm2 copper bus bar 280 mm2 

Magnet Magnet 

interconnection （ハンダ付け！！） current 

普通の時：ケーブルが超伝導状態なので　 
nanoΩ 
温度上昇時：銅の部分に流れる　　　 
数十秒かけて電流をdumpする。 
ここにハンダ付け不良の箇所があった。　　　 
（５０µΩ程度大きな抵抗がある奴がいる。） 

（接続部抵抗）　 

危険なので大電流を流せない。 
（安全な４＋４TeVで我慢） 

２０１３年２月末から修理　　１８ヶ月の大仕事	

２００８年 
９・１９事故	
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LHC 長期計画 　	

そのあと　２０２２年以降	

現在　ESGで議論中	

（１）　オーソドックス　に　　High Lumi　　１０35 cm-2 s-1        L= 1ab-1 / year 
         　　　  物理？　　　 
 
（２）　LEP3　LHCと共存して　　　２５０GeV　Higgsマシン 
 
（３）　High Energy   LHC　 20T 磁石　開発　　　ECM=35−40 TeV 
 
（４）　８０ｋｍ　リング　　２５０GeV　電子＋陽電子コライダー 
　　　　　　　　　　　　　＋　１００TeV　ハドロンコライダー 
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「ambitious」と本人達もいっている	
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ＣＥＲＮ 
2040-50年代　 　	

まだ、お金・技術の評価が 
できてないですが、 
６０−８０ｋｍのあたらしいい 
円形加速器をつくろう！！ 
 
80年代にもどり 
ＬＥＰ、ＬＨＣをスケールアップ 


