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Supersymmetry
Higgs粒子の質量に関するnaturalness

標準模型のゲージ結合定数の統一 etc.
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1. Introduction

graviton gravitino



  

gravitinoは、しばしば宇宙論において問題を引き起こす。

構造形成

ビッグバン元素合成

Over Production

OK!

OK!

Reheating 
temperatureを
下げる等の工夫
が必要になる。

[Kawasaki et al. ('04)]

[Moroi et al. ('93)]

[Viel et al. ('05)]
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を実現するモデルは
7TeV LHCで見えるか？



  

gauginoやsfermionの質量の上限を大雑把に見積もると、

具体的なモデルでは、
gauginoの質量がさらにsuppressされる。（後述）

7TeV LHC(1fb^-1)で十分検証できる！
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2. Low Scale Gauge Mediation Model

[Dine et al. ('93)]

Minimal gauge mediation ではどうだろうか？



  

2. Low Scale Gauge Mediation Model

Minimal gauge mediation ではどうだろうか？

Minimal gauge mediation では、
gravitinoを軽くすると、真空の寿命が短くなってしまう。

[Hisano et al. ('07)]

[Dine et al. ('93)]



  

真空の寿命を気にせずに、
gravitinoを軽くしたい。

解決策

(1) SUSY breaking vacuum が完全に安定であればよい。

(2) SUSY breaking vacuum はmeta stableだが、
　　　その寿命がgravitinoの質量と関係しなければよい。



  

(1) SUSY breaking vacuum が完全に安定であるモデル

[Izawa et al.(1997)]

(2) SUSY breaking vacuum はmeta stableだが、
その寿命がgravitinoの質量と関係しないモデル

Intriligator-Seiberg-Shih model
[Intriligator et al. (2006)]

具体的に実現できるモデルは次の2つが知られて
いる。



  

この２つのモデルでは、sfermionに比べて、
gauginoが軽くなる。

湯川結合定数の発散

標準模型のゲージ結合定数の
発散

7TeV LHCで十分見える

gauginoの質量の上限
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3. Results
gauginoの質量のとりうる範囲

allowed region

Tevatron 
bound



  

At least 4 jets with

At least 2 isolated photons with

At least 2 isolated photons with

The leading jet with

Event Selection

Cut A

Cut B

今のモデルで、Tevatronでexcludeされていない領域では、NLSPはBino。

2 photon with missing energy
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LHCにおけるdiscovery region @ 7TeV

(2 photon + missing energy)

Significance が 5 に達する integrated luminosity



  

4. Summary

質量が16 eVより小さいgravitinoは宇宙論的な
制限をクリアできる。

質量が16 eVより小さいgravitinoを実現する、具
体的に知られたモデルでは、gauginoの質量が
小さく抑えられてしまう。

このようなモデルは、7TeV LHC@1fb^(-1)で 
discover / exclude できる。
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