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4-1    Higgs場を導入する� R  single
L doublet
なので 
SU2足つぶす�

Photon を masslessな真空を選んだ。 �

λ>0 �真空安定�



質量項、Higgsとの結合、4点結合�

真空のまわりに4つ実スカラー場�

接線方向�無限自由度
Massless NG boson 





€ 

(g2 + g' 2 )Mz

-> couplingはEWのoder 
Massに比例する結合定数 -

(√いらない）�





何故こんなにtop 以外は小さいのか？�標準理論の
枠組みで説明出来ない謎�



4-2  Higgsのmassに関する制限：�

4次の係数が正で
有限でないと
Higgs Potentialが
不安定

Tree Level massに
対して4点結合
の補正� ランダウ極�

Vector場の縦波成分
はP2に比例する形に
なりすぐ発散する。
Vector場の縦波は
Higgs場の接線成分
法線成分のHiggs粒
子が、この発散を
消す。 �



180GeV前後だと
GUTまで安定

Fine tuning問題は別
(SUSY の時に話しますが
Higgsのmass自身が
Λ^2の補正をうける。
Bare mass^2 + Λ^2 
=EW^2 （”自然さ”？）

発散しない上限は
Cut off Λの位置に
依存する。



実験からの制限：（輻射補正からの予言）�

LEP実験でZ/Wを0.1%の高い精度で研究 
一次の補正が1%弱程度（αEM)なので,�直接見えない粒子、top, higgsの
効果が見える�

＜160GeV
（SM-likeなら）�



LEPとTevatronの直接探索�

2010年（承認�L=8-9 fb-1 ）����上は150GeV近くまで�exclude可能
2011年 （未承認��L=10-12fb-1��SiVDがもたない)�� 
������も 115GeV付近のexcludeも可能？�（√でしかよくならないので、無理かな？）�

������������������（こうやってみると130？�145？���WH->lnubbが一番効いている）

＞115GeV�（LEP)�

L~5fb-1(2008)ためている�
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2body phase space
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spin,color
∑ dLIPS

dLIPS = (2π )4δ 4 (q − p1 − p2)
d3p1

(2π )32E1
d3p2

(2π )32E2

結合はすでに
求めた�

THS:  β3    緩やかな立ち上がり �

同種粒子の1/2

Bosonの3点結合 (mH2/mw2)�
ー＞ mH3 

Massless -> No coupling
Loop

4-3�Higgsの崩壊モード�



H->WWが開けると�3乗で大きくなる。
フェルミオンが主な時��Γ=O(1-10)MeV �細いBW共鳴 
200GeV Γ＝O(1GeV) 検出器の
分解程度になる。
直接幅を測定出来る。
500GeVくらいになると�
幅 100GeV order で�ブロード
1TeV付近だと、幅がもTeV付近
レゾナンスでなくなってくる。�

傾きの違い
1乗 vs 3乗�



>140GeV   H→ WW ZZ   探し方が変わる。 
WW,ZZ はMh

3なので、非常に大きい�
ttが開けても敵わない.

<140GeV
H→ bb, ττ
��γγ

B,tauの崩壊分岐比の比較�約10倍違う理由   (5GeV vs 1.7GeV ?)�



Massも走る。 � Bottom massのうち、QCDの衣 1-2GeV
                                           Mb=3GeV
�����������yb=0.017 

      Ytau=0.01

QCD:
  qq が真空期待値
  Λ~ 200MeV
運度学的なmassをもつ 

Higgs起源のmass



Gluon Fusion Vector Boson Fusion

Ｗ・Ｚとの随伴生成 Top/bottomとの随伴生成�

gluonは、massless 
higgsと直接接合しな
い。top のloopで（Yt)
gluon多いのでσ大
Higgs だけ BGが厳し
い 

Valenc quarkで
large Xのquarkが
多い
Higt Pt jetでBGを
押さえることが出
来る。

Topは特徴的なの
で発見しやす
い。Topの湯川結
合測定チャンネル
ＭＳＳＭ Higgsでは
(tanβ)2 bbH/A

LEP,Tevatronの
主チャンネル。
W->lnuでtrigger
H->WWW

4-4  LHCでの生成過程�



生成断面積�

Gluon Fusion

VBF

LEPで
棄却�

W・Zとの随伴生成�

Top/bottomとの随伴生成�



VBF:　Rapidity Gap　

η

φ

Rapidity gap 

カラーの交換がない。Rapidity Gapが観測され、
その間にhiggsが見える�

VBFの特徴�QCD起源のBG�

Jet Pt :Mw程度まで
t-channel
1/(t-Mw2)

Pt>40GeVを要求

レポート問題



Gluon fusion process  約100 倍   ->    何故？ (top も)
HWは�そんなに変わらない�PP vs PP_bar
VBFは�約10倍



SM Higgs boson (H<140GeV)  

    bb   ττ   γγ   WW    ZZ

gg→H × ×

Discovery 
Mass

Yt 

spin0

Discovery

Yt 

spin0 

１４０ＧｅＶ以上
ならDiscovery

Yt 

mass

VBF 　 ×  
Discovery

  Ｙτ
Discovery

１30ＧｅＶ以上
ならDiscovery

spin0 

１４０ＧｅＶ以上
ならDiscovery

mass

ttH  Yt Yb ×  -----  -----  -----

WH Yb ×  -----  -----  -----

Decay modes
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od
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n 
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es


×：BG too high            -----: σ ＊ Br too small 
 青色 we can measure couplings and mass 

VBF、ＧＦが優等生、軽い場合いろいろ測定出来る。 Ｌがあると　Yの物理も広がる

チャンネルの整理�



    bb   ττ   γγ   WW    ZZ

gg→H × ×
Discovery 
Mass

Yt 

Discovery

spin0 

１４０ＧｅＶ以上
ならDiscovery

mass

VBF 　 ×  
Discovery

  Ｙτ
Discovery

１30ＧｅＶ以上
ならDiscovery

spin0 

１４０ＧｅＶ以上
ならDiscovery

mass

ttH  Yt  ×  -----  -----  -----

WH Yb ×  -----  -----  -----

Decay modes

Pr
od

uc
tio

n 
m

od
es


下品ですが、Gauge bosonとしか結合しない時
fermiophobic Type               (H<140GeV)  

fermionの質量起源が異なり、湯川結合が期待されたものかどうか？
VBF tautau,  ggHγγが期待通りか否か
γγのBrが10倍になる。 �



    bb   ττ   γγ   WW    ZZ

gg→H × ×
Discovery 
Mass

Yt 

Discovery

spin0 

１４０ＧｅＶ以上
ならDiscovery

mass

VBF 　 ×  
Discovery

  Ｙτ
Discovery

１30ＧｅＶ以上
ならDiscovery

spin0 

１４０ＧｅＶ以上
ならDiscovery

mass

ttH  Yt  ×  -----  -----  -----

WH Yb ×  -----  -----  -----

Decay modes

Pr
od

uc
tio

n 
m

od
es


×：BG too high            -----: σ ＊ Br too small 

反対にfermionとの結合が強い時 (H<140GeV)  

VBF  tautau(第2世代�μμ)がenhance �



Promising channels  for SM Higgs boson (H>140GeV)  

    bb   ττ   γγ   WW    ZZ

gg→H     ×   -----  ----   Discovery  
Discovery

Mass, spin,etc

VBF     ×     -----   -----
Discovery

    Gw2 
  GwGz

 ttH   -----    -----    -----   -----  -----

 WH   -----    -----    ----- Discovery  -----

Decay modes

Pr
od

uc
tio

n 
m

od
es


×：BG too high            -----: σ or Br too small 
Blue:  we can measure couplings and mass 

ZZ,WWが優等生、でも全体に湯川関係の研究がしにくい
gluon fusionの断面積が(Yt loop)の情報



生成過程 崩壊過程 有効な領域とその効能

Gluon Fusion
　H ->　γγ 110-140GeV

発見 Mass 測定  

spin=0の傍証

H ->   ZZ-> 4 l 140-1000　  発見・Mass, spin, coupling測定

    H ->   WW 130-170 GeV 発見

Vector Boson

Fusion

    H -> ττ 110-140GeV 発見・Mass,  coupling測定

   H -> WW 130-200GeV 発見・W coupling測定

H -> γγ 110-140GeV
発見　 (fake、高次効果研究）

Mass測定

ＷＨ H ->  bb 110-130GeV Yb 測定

ttH H ->  bb 110-130GeV Yt 測定

ＳＭ Higgsの研究で有効なチャンネルの纏め

H->γγ、H->ττ�が�Higgsの性質を見る為��大切
H->WWが感度が高い�（strongly couplingにも対応出来る）�大切�



[1] H→γγ     

σ~1.4GeVの高いmass分解能
BGの上にシャープなpeakが観測される。 
(CMS vs ATLAS)

Sigma*Br~50fb
BGはqq_bar -> γγ   2pb/GeV
S/N=%程度

MH=120GeV

γγの不変質量�m2＝2ET1ET2 ( cosh(Δη)-  cos(Δφ))   (レポート問題）

Sigma*Br~50fb

重要なチャンネルを個々にしらべてゆく�

角度の精度も分解能に効く:   主にはenergy分解能  Vertexの不定性
 Lz=7.7cm �Calだけで再構成 RMS 1.7cmの不定性�-> 2%程度
Track 0.1mm  0.1% 程度



Gluon Fusion (No jet mode)

BGの半分はfakeγ

€ 

gg − (quarkloop)→γγ

€ 

qq →γγ

Nsig~300(80% GF)
Nbg~10000(40% Fake)    L=10fb-1    ��Sig.~2.5  

Trigger eff~60%     Analysis eff~30%

L=30fb-1

(次のページ）�

（ダイアグラム
�を考える癖を
��つけること）�



Jetをphotonと間違える�（フラグメンテーションのいたずら）�

QCD jetの断面積は108くらいおおきいので、無視できないBG�

π0���(10-16秒程度で2γ���high PT one γに見える）�
������rejection factor 4 ���Isolationで除くしかない�

~1/8000
~1/2000

(HADRON化���gluonは2色もっている）�



VBF�解析（2jet要求）

L=30fb-1

€ 

qq→ qqγγ

Nsig~10(80% VBF)
Nbg~20(25% Fake)    L=10fb-1    ��Sig.=2.5 

€ 

qq →γγ

新しいBG（EW)�

（S/N�改善する。ただし�統計がすくなくなる）�



3つのH→γγで 3~4 σ with L=10fb- 1        
2012 初め�

(1)  もし�fermiophobic 
VBF（dijet)で見え、GF(no jet)で
見えなIい
Brが10倍に増える��(H<140GeV)  
 2011頃にH->γγの噂が流れるようだったら
fermiophobic 

(2) SUSY MSSM�Higgs�hの場合でもほぼ同じ結果
�          �M（A)=100-150GeVの軽いとき以外はそのままOK  (Brが小さくなる）

(4)実験：
���BGの実験的な理解
���γ-conversion 
            calibration/correction in early stage.
���vertex  (Z=7.7cmの広がり ： vertexを決める -> 角度を決める）



 γ conversion
γが無事、カロリメータに届く割合�
60%ほど。（検出器のところ思い出し
てください）
コンバージョンが結構多い。

2本みつけてvertex組める�

TRTだけやSCR+TRT
  のsingle trackでカバー
分解能もわるくなる 



分解能は高い：σ=1.8-2GeV 1.5%　程度)
(4e(ε=15%) < 2e2mu(ε=20%) < 4mu(ε=30%)

[2] H→　ZZ(*)→　４leptons　　　ZZ->4l    4*10-3

140GeV 以上で 10fb 
140GeVより重い場合の

    First Discovery channel

Z-> ee(3.3%) μμ(3.3%)�

muonの見え方
electronの見え方
を考える�

M(h)<2Mzだと
一方がoff-shell�Zになる。

Zの崩壊幅 2.5GeV 
(片方がon-shell , 一方が
off-shellがおおい）�



分解能は高い：σ=1.8-2GeV 1.5%　程度)

４レプトンの不変質量　非常に細くて綺麗
Irreducible BG  qq_bar → ZZ*  → 4l (連続分布)

Reducible BGs are tt & Zbb 　
(Bのsemileptonic decayをレプトンとミス）
impact parameterで区別



普通�bが崩壊すると、こんな風にみえる。

Lifetime の�物理            b->c�は KMでsuppressされるので、���
����������������������������������Γ(b->X) << ΛQCD  (bはmesonを作る����cτ300μ) 
                                         tは？  cは？            

これもfragmentの物理で jetがsoftになってしまうことがある（fake gammaと同じ）
leptonにみえてします。（leptonなんで）
これを抑えるために Isolationを厳しくとる。 約1000のrejection
更に、 impact parameterで落とす。
b,c起源のleptonはSUSYのSS�dilepton のmain BG。（ここらへん実験的に大事）



[3]   VBF: Ｈ　→ττ　

τ

τ

hadron

lepton

ν

ν

ν

tau  34% leptonic decay�-> trigger  OK

一方が hadronic decay したもの HL mode
両方とも lepton                          LL mode 

このチャンネルは
Yukawaの直接の証拠となり
フェルミオンの質量起源：�

H->tautau (Br=7%)
Br*σ＝300fb ���

hadronic decayしたτ����（細い1,3 track
                                         EM成分多い、細い
���������������������������������isolated している。） �

τ-ID �



再構成可能
τが軽いのでνはvisible と同じ方
向に出ている。（colinear 近似）

τが再構成→Higgsが再構成
（分解能 sigma/E=10%　：jet程度)

Missing Etの評価�

Total Hadron activityで分解能が決まる
10GeV程度の分解能が期待できる。 �

€ 

x1



ＶＢＦ　H→ττのMττ分布�

MH=120GeV
  

€ 

τ +τ− → hντντν    

€ 

τ +τ − → 4ν

Backgroundとsignalのpeakの位置が違う。
DYのMzのpeakの横�σ~9GeV
        で綺麗に区別がつく。Missingの測定が大切�

    BG: DY：Z＋N jets 

tt→bbWW 
  b semi-leptonic�decay 
  W->l nu
 Mττはフラットな分布�

Z→ττのＢＧ�



統計が厳しいチャンネル� HL＋LL  L=30fb-1�5σ程度
HL＋LL  L=10fb-1�3σ程度

Yukawa 結合の証明：
leptonの質量起源に示唆。

実験的
�tau performanceと改良（低いPtの時）
    mET performanceと改良
    BG 評価
�Rapidity Gapの実験的研究 (3rd jetの分布�BG)



e-

W+W-

e+

Higgs Spin0

Lepton はスピンの
関係で同じ方向に出やすい 

��鍵はBGの評価とfake leptonの評価(SS vs OS)

[4]  VBF・ＧＦ 
　　　　  Ｈ→　WW(*) →�l+νｌ-ν����

弱い相互作用
100% P破っている。
L-粒子  R-反粒子�



MH=170GeV

€ 

MT
2 = 2 / P T P..LL

(1− cosφ)

W→lνのアナロジー�

Clear Jacobian Peak�

ν起源のmETがある �
のでpeak作らない

Pt=Pの時 Pz=0の時
不変質量と一致
それ以外は必ず小さくなる
ヤコビアンpeak
Edge ~ mass�

W →lnuの例�
llをpair
nunuをpair (mETとして観測）
llとmETでMTを組む�

WWがmain BG  (peakの位置は違う）�



SM Higgsの発見能力�

L=10fb-1で5σ以上
→�2012年
���で発見可能�

•  軽い場合�VBF・ττ
•  ����GF+VBF γγ
•  重い場合    VBF・WW
•  200GeV以下の時は
��複数のモードで観測可能
•  200GeVより重いと
        H→ZZ→4leptonで
��20σ以上�

黄色(H->γγ)がもっとよくなる。(jetの結果入れてない）
（5σ @L=10fb-1ほど）�

ATLAS 



(1)��middle tanβ & small MA=100-200GeV:
    top/Wへの結合が
    ”少し”弱くなり
 Br(h→ bb,tautau) �up
 Br(h→ γγ) �小さくなる�
 10fb-1  → L=20--30fb-1

→MSSM Higgsも必ず
L=30fb-1のrunで発見可能

Higgsが見えない時(I)



Higgsが見えない時(II)
(2)  NMSSM �

おまけのsinglet  1つ      ���  a�軽いhiggsもどき �

h → aa  →  bbbb,  ττττ,  bbττ �

(3) Invisible   h→χχ (LSP  SUSY)
h�stable   (細谷さん      Gauge-Higgs統一理論）��  

(4)   WW強結合�����WW散乱（5限目）�

LHCで4τはpromising�� �

a=5-10GeV程度�

SUSY Higgsを重くできる     h<150GeV    h~130GeVも容易
Nの理論的なモチベーションがない      �

VBFで出来て真ん中に何もないがrecoilがある。(Trigger  jj+Z放出) �



• Peakが立つ以上、簡単な話
�(10fb-1で%以下の精度)

使うのは
γγ、�H->ZZ->4lep
軽い場合は、γγ

• 測定精度0.1% 
  Calib 絶対精度
 が主な誤差.

(物質によるlossの評価が
難しく <0.1%大変
�OPAL経験）

M(H)>400GeV. 
重いと自然幅が広くなる 
(Γ~MH

3 ) 

性質の測定



H
W

W
規
格
化
し
た
相
対
値
�

結合定数（相対比）の測定精度�

• Yt, Yτは10-15%程度
• Ybは30-40%程度 �����
(VBF bb必要）
• Gzは、5-10%程度  ��で測
定可能�



結合定数の”絶対測定”の精度�  yt、yτ、gZZH、 gWWH
は、他のBranchingはSM
と仮定して,
 20%程度の
精度で決まる。

ybは50%近い
（Mh=115-140GeV)

質量の起源がHiggs 
なのか否か決定 
Gauge/Fermionが同じ起源？ 
何故結合定数が 
　　　　こんなに違うのか?　 

これから、 
* 1,2 世代は難しい: 
• Ybを測る: 



For 6000 fb-1 (SLHC)

Dl ~ 19% for 170 GeV MH 

Higgs  Self-couplings 

σ×Brが小さい
High Luminosityが
必要
ー＞SLHC

Self couplingもLHC
単独では難しい。



ＭＳＳＭ Higgs

• h,H0,A0,H＋－の４種類
• Tree levelでtanβとMAの
　2 parameterで記述

軽い、SMに似ている性質� H,Aは縮退� H+-=SQRT(H2+Mw2) 

SM: 電荷共役でSU2の上下に質量与えて
��いたがSUSYでは駄目：最低2個
��SU2 doubletが必要  8 real scalar場�

Mass: MA が小さくない限り
SM-like h と�縮退した(H/A/H+- )



Down Type

Up Type

V

h H

MAが大きい
hはSMと同じ

H:
 tanβ>>1 down type
 tanβ~1 SM
  いずれにしても
�Gauge bosonとは
�decouple 

MAが小さい
いろいろまざる。
 tanβ~1�SM

SM coupling 1 



ＭSSM Higgsの発見能力

この緑の部分は、HＳＭに似た性質のhが観測されるだけ。（SUSY decay )

• tanβが大きいとbbH/Aの
 結合が大きくなる。
 　H/A→ττ・μμ・(bb)
• tanβ>10で　gb->tH-で
charged Higgs が観測可能



H/A生成�

tanβ

gg→bbH/A→ττ、μμ、（bb）�

10

←�μのyukawa*tanβ

第2世代のYukawaを見るチャンス�

←�tanβ2で数が
増えるので見える�



H/A生成�

tanβ

gg→bbH/A→ττ、μμ、bb

10
tanβを測定する重要なチャネル
軽いhがLEP見えない->大きなtanβ



H＋−

(t,b)   Br=90%
(τν)  10%

€ 

tanβ ≈ mt /mb の時suppress



Tau ID 

Efficiency Fake Probability 

40% 検出効率でrejection factor 100 くらい�

Charged multiplicity 
Jetの細さ�



B-tag

cτ=300μm

Aε=60% Rc=10 Rqg=200



20%程度�
significanceはCMSの方がよい。
シンチレーターで高い分解能�

まずkeyとなるのはEnergy 分解能�



H→γγ+1j  

H→γγ+0j 

H→γγ+2j  

huge BG. S/N ~1%  S/Nは悪い 

Signalも高統計             

• Higgsは高いQの物理　 gg Fusion　に 

   高いPt one jetがつく場合がある 

•  VBF: 一方のjetをミスッた(low Pt)  

S/N がよくなる。  (~ 10 %)　  

バックグランドを抑えることが 

可能：S/N 非常によい( >100%)　Signal数が厳しい　 

H-> γγ��in gg-fusion and VV-fusion 3つの解析モード�



One  jet mode

L=30fb-1

BGの半分はfakeγ

€ 

gg − (quarkloop)→γγ

€ 

qq →γγ

Nsig~60(60% GF)
Nbg~600(40% Fake)    L=10fb-1    ��Sig.=2.  

S/N�改善�で�signalの数が1/10になり、significanceは小さく�


