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話の流れ	

•  イントロ	
•  ILC250	(Higgs	factory)	 ヒッグスセクター解明	
•  様々な実験とのシナジーと新物理の検証	

–  (HL-)LHC	
– Super	KEKB	
– LISA/DECIGO	
–  	…	

•  まとめ	
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3	ILC２５０検証委員会スライドより	
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2017年7月に高エネルギー物理学研究者会議は，ILCを衝突
エネルギー250GeVのヒッグスファクトリーとして早期建設し，
HL-LHCと同時期に実験を実施する事を提案した	

ICFA	welcomes	the	efforts	by	the	Linear	Collider	CollaboraAon	on	cost	
reducAons	for	the	ILC,	which	indicate	that	up	to	40%	cost	reducAon	relaAve	
to	the	2013	Technical	Design	Report	(500	GeV	ILC)	is	possible	for	a	250	GeV	
collider.	

ICFA	thus	supports	the	conclusions	of	the	Linear	Collider	Board	(LCB)	in	
their	report	presented	at	this	meeAng	and	very	strongly	encourages	
Japan	to	realize	the	ILC	in	a	Amely	fashion	as	a	Higgs	boson	factory	with	a	
center-of-mass	energy	of	250	GeV	as	an	internaAonal	project,	led	by	
Japanese	iniAaAve.	

ICFA（国際将来加速器委員会）の声明（１１月８日）抜粋	

高エネルギー物理学研究者会議の提案	



LHC実験の成果	

　スピン・パリティ　0+　	

　様々な粒子と結合　		
　hγγ,	hgg,	hZZ,	hWW,	hττ,	h),	hbb,	… 	

ATLAS/CMS		
July	2012	

新スカラー粒子（ヒッグス粒子）の発見	

ヒッグス粒子と同定	

　質量 125	GeV,	… 	

測定されたヒッグス粒子の結合は	
標準理論の予言と一致（無矛盾）	

標準理論の予言	

暫定的に導入したヒッグスセクターは正しい？	

超対称粒子等の新物理粒子は見つからず	

標準理論で十分なのか？	



素粒子物理が目指すもの	

大統一のパラダイム	

世代構造の謎　　　　　　フレーバー問題	

標準理論の抱える問題	

未解決の諸問題	

ヒッグス問題	

ニュートリノ振動（微小質量）	

暗黒物質,	暗黒エネルギー	

バリオン数生成	

宇宙インフレーション問題	

強いCP問題	

大統一、重力との統一　重力の量子論	

標準理論を超えた新物理は必ずある	



ヒッグス物理が重要な鍵	

電弱対称性の破れの物理（ヒッグス物理）が鍵である	

新物理に向かう色々なアプローチある中で	

理由：　	

ヒッグスセクターの構造、全貌は未知	
　　　　　　　　背後の物理、新物理との関係	

現行と将来の各種実験で検証できる	

標準理論を超えた新物理に実証的に迫ることが可能	

標準理論の脆弱部分	

ヒッグス粒子の発見によりヒッグスの構造探究が次のフロンティア	



一般的な拡張ヒッグスセクターを考える	

多重項構造	
				ΦSM+Singlet,				ΦSM+Doublet	(2HDM),				
				ΦSM+Triplet,			…		

ヒッグスセクターの持つ対称性	
	離散対称性？ 連続対称性？		
近似的？ 自発的に破れている？	
	
結合の強さ	
				相互作用が強い？弱い？	
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新物理の	
シナリオに	
直結!	



加速器でのヒッグスセクターの探究	

•  付加的なヒッグス粒子の直接探索		
　　H,	A,	H+,	H++,	…	
	
•  標準理論からのずれ探索による間接検証	
							電弱パラメータ     mW	,	S,	T,	U,		Zff,	Wff’,	WWV,	...		

								ヒッグス結合    hWW,	hZZ,	hγγ,	hff,	hhh,	…		
h(125)の結合定数は将来実験で精密測定	

ヒッグス粒子の発見によりヒッグスセクターの構造探究が次のフロンティア	

ハドロンコライダー	
LHCが有利	

将来の電子陽電子コライダーが有利	
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時代は再び精密測定の時代に！	
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LHC	→	HL-LHC		
直接探索可能領域は1.5-2倍に延伸	

LHC	→	HL-LHC	→	ILC250		
ヒッグス結合の測定精度は10数倍以上に	

Hagiwara	et	al.	(1994)	

LEPの精密測定、Fermilab,	LHCの直接探索へ	

ILCの精密測定、HL-LHC,	次世代ハドロンコライダーでの探索	

Z,	Wの物理の測定	

ヒッグス物理の測定	

Top,	ヒッグス、新物理の探索	

何が出ても新物理！	



測定精度の改善	

LHC	
Run	I	

ILC実験で	
期待される精度	

ILC	(500-up)	での測定精度	
hZZ	結合は約	0.4	%			(95%	CL)	
湯川結合は約	1-2	%		(95%	CL)	

Snowmass	Higgs	Working	Group	Report	2013	 11	



ILC250	
ILC	(TDR)		250GeV, 350GeV, 500GeV	(→	1TeV)	
	
ILC250	　ヒッグスファクトリー	
•  衝突エネルギー		250GeV	
•  偏極させた電子と陽電子の衝突	
•  HL-LHCと同時期	2030年頃に実験実施	
•  10年で	2ab-1	貯める	
•  将来のエネルギー拡張の可能性	
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13	ILC２５０検証委員会スライドより	



14	ILC２５０検証委員会スライドより	
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ILC250はHL-LHCと協働することにより、	
ILC500と同程度の測定精度を実現できる	

ILC２５０検証委員会スライドより	
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ILC250	
圧倒的な精度でヒッグス結合を測ることにより	
何がわかるか？	

ヒッグスセクター詳細（多重項構造、対称性、相互作用）がわかる	
新物理のパラダイムの仕分け（超対称性か複合モデルか等）	
Invisible等の有無、新物理のスケールのヒント	

様々な実験（HL-LHC、各種フレーバー実験、重力波実験）	
とのシナジーにより	
超対称性等の新物理のパラダイムの検証、	
CPの破れ、ヒッグスポテンシャル、電弱バリオン数生成の検証、	
暗黒物質、ニュートリノ模型、そのほかの新物理が検証できる	



拡張ヒッグス模型(例:2HDM)	

真空期待値をシェア	

場の混合	

h(125)	の結合定数がずれる	

新しい粒子	
CP-odd	 Charged	

付加されたヒッグス粒子	
h(125)と同定	

残りの３個は南部ゴールド	
ストン粒子(非物理的)	

↑	

標準理論　　　　　二重項２個の模型	
	hVV		　　　　→	　　 sin(β−α)				hVV	
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κV2	=sin2(β−α)	

第２のヒッグス H	の質量の情報	
上限値 約 800	GeV	が得られる	

摂動ユニタリー性	
による禁止領域	

結合のズレ＝新物理スケール	
標準理論の値からのズレを表すスケール因子 κi		

ヒッグス結合の精密測定は直接探索と類似の探索能力！	

h(125)とゲージ場 V	(=W,	Z)	の結合 hVV		

κV2	の測定値が	1	(標準理論)	
から有意に約	2%	ずれていると	

κV2	

mH	(GeV)	

標準理論	
の値	

ずれ	
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ILC250	ざっくり 1.5-3	TeV	までわかる	

超対称性模型  [hbb/hWW	~	0.64%]	
	
一般の2HDMs	(unitarity	bound)	
[hZZ~0.38%]	
[hbb/hWW~0.64%]		2HDM	Type	II,	Y		
[hττ/hWW~0.84%]			2HDM	Type	II,		X	
	
ヒッグス・シングレット混合	(unitarity	bound)	
[hZZ~0.38%]	
	
最小複合ヒッグス模型	(ξ=sin2(v/f))	
[hZZ~0.38%]																MCHM4	
[hbb/hWW~0.64%]				MCHM5,	MCHM10	
…	

Devialons	in	hVV,	hbb,	hττ	correspond	to	the	new	scale:				

1.6	TeV		
	
	
1				TeV		
3				TeV	
2.7	TeV	
	
	
5	TeV	
	
	
2.8	TeV		
3.8	TeV	
…	ILC２５０検証委員会スライドより	



直接探索と間接探索の相補性	

SK,	Tsumura,	Yagyu,	Yokoya,	2014	

									LHCで	
			直接探索	
できる領域	

m
H	

　
(G
eV

)	

tanβ	

LHCでの H	（重いヒッグス）		
の直接探索	

Type-II	2HDM	

H	

H	

	H	→	τ	τ		

高輝度	
LHC	



直接探索と間接探索の相補性	

直接探索できない領域	
でも、ヒッグス結合のずれ	
の検出によって	
間接的に探索できる	

SK,	Tsumura,	Yagyu,	Yokoya,	2014	

									LHCで	
			直接探索	
できる領域	

m
H	

　
(G
eV

)	

tanβ	

LHCでの H	（重いヒッグス）		
の直接探索	

Type-II	2HDM	

H	

H	

	H	→	τ	τ		

κV2=0.98	

摂動ユニタリー性	
で許される質量の	
上限ライン	

高輝度	
LHC	

21	HL-LHCとの相補性!!	



拡張ヒッグス模型の湯川結合	

ある種の対称性が（少なくとも近似的に）ある		
　　　　  Φ1　→　+ Φ1,    Φ2  →　- Φ2

	クォーク・レプトンの量子数付与の組合せで湯川結合は４タイプ	

Type-I	 Type-II	 Type-X	 Type-Y	

Barger,		Hewe),	Phillips		

超対称模型	 量子補正による	
ニュートリノ質量模型	

実験からの制限 「フレーバーを変える中性カレント(FCNC)が無い」	
を考慮すると各クォークとレプトンは片方のヒッグスだけと結合	

ポイント：　各タイプごとに湯川結合のずれ方が異なる	

Glashow,	Weinberg	1964	

Φ1	

Φ2	

ニュートリノ	
2HDM	
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ずれのパターンはモデルで異なる	

hVV	や hff	を測り、ずれのパターンを見る事	
で拡張ヒッグス模型を指紋照合できる  	

Type-I	

Type-II	

Type-X	

Type-Y	

hττ	 hbb		 hcc		hVV		

κV	 κτ	 κb	 κc	
cos(β-α)	<	0	
の場合	

ゲージ場との結合	 湯川結合	

各結合の	
ズレの方向を	
矢印で示した	

SK,	K.	Tsumura,	K.	Yagyu,	H.	Yokoya,	2014	
23	



拡張ヒッグスモデルの指紋照合	

SK,	Kikuchi,	Sakurai,	K.	Yagyu,	2017	

ゲージ場との結合 κV		
のずれが将来実験で	
検出できる場合	

湯川結合 κτ,	κb,	κc,		
のずれのパターンから5つ
のモデルは必ず区別できる	

24	

κV=−1±0.38%のとき	

mA	<	1	TeV	

2HDM	(I,	II,	X,	Y)	
HSM:		Higgs	singlet	model	

LHCでexcessが観測された時、	
発見と間接測定のシナジー	



輻射補正の重要性	
今後、ヒッグス粒子の結合 　hγγ,	hgg,	hWW,	hZZ,	hττ,	hbb,	hF,	…		
は徹底的に精度良く測られる	

将来の精密測定 高精度理論計算 ×

新物理! 

様々なヒッグス模型で、系統的に各結合
に対する量子効果を計算、	
ずれのパターンを包括的に研究　	
数値プログラム群	H-COUP	ver.	1が完成	
[マニュアル　arXiv:	1710.04603]	
	

量子補正を含む解析が必要	

H-COUP	Project	 Addilonal	Singlet	
2HDM	(I)	
2HDM	(II)	
2HDM	(X)	
2HDM	(Y)	
Inert	doublet/singlet	
Triplet	model	

SK,	Kikuchi,	Sakurai,	Yagyu	(2017)	

扱った	
モデル群	

25	
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For example: renormalized hff coupling 

hff	: 1PI+ + h 

f 

f 

h 
f 

f 

tree	level 1-loop	level counter	term 

1PI = 

counter	term	parameters	: 
these	are	determined	by	relevant	renormalizaAon	condiAons. 

+	h 

f 

f 

S 

S 
F 

V 

V 
S +	

F 

F 
S +	…	

tree	
level 

1-loop	
level	

counter		
term	



Type-II 

Type-X 

Type-I Type-Y 

HSM 

700	GeV 

500	GeV 

300	GeV 

1000	GeV 

700	GeV 

500	GeV 

→ 4 types of the THDMs can be  
     discriminated in this plane. 

・Color plot : predictions in the  
    1-loop level 

・Color gradation : values of  
    extra Higgs boson mass  

DeviaAons	from	the	SM 

→ We can obtain the information 
    of inputs from magnitude of deviations.  

11/13

桜井君のスライド	

SK,	M.	Kikuchi,	K.	Mawatari,	K.	Sakurai,	K.	Yagyu	
In	preparaPon	



Type-II,Y 

Type-X 

Type-I,X 

HSM 

500	GeV 

300	GeV 

500	GeV 

→ HSM can be separated from the THDMs in this plane. 

DeviaAons	from		
the	SM	: 

700	GeV 

500	GeV 

300	GeV 

1000	GeV 

2000	GeV 

12/13

1000	GeV 
1000	GeV 

Type-Y 

1000	GeV 

700	GeV 

桜井君のスライド	

SK,	M.	Kikuchi,	K.	Mawatari,		
K.	Sakurai,	K.	Yagyu,	In	preparaPon	



Signal strength current data  
JHEP08,045 



Signal strength by ILC (prospect)  
ArXiv:	1310.8361 



超対称性か複合ヒッグス模型か？	

指紋照合ではっきり判る	 32	



ヒッグスセクターの解明から新物理へ	

33	

ILC250でヒッグスセクターの構造（1DM,	2HDM,	Singlets,	exolc,	…）	
が解明されると, 同時期の他の実験と組み合わせて	
新物理の様々なことがわかる	

超対称性の模型、新しいパラダイムの決定　　	
宇宙バリオン数生成（電弱相転移、CPの破れ）	
ニュートリノ質量起源（輻射シーソー、ヒッグス３重項）	
暗黒物質　(ヒッグスポータルシナリオ、イナートスカラー),		
…	

他実験との相乗効果が特に重要	



将来実験（大雑把）	

34	

2017	

2026	

2034	

2030	

LHC	
Run	II,	III	

2040	



将来実験（大雑把）	
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2017	

2026	

2034	

2030	

SuperKEK	B	LHC	
Run	II,	III	

2040	



将来実験（大雑把）	
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2017	

2026	

2034	

2030	

SuperKEK	B	LHC	
Run	II,	III	

HL-LHC	
新粒子の	
直接探索	
間接検証	

LISA	
重力波による電
弱相転移の検証	

2040	



将来実験（大雑把）	
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2017	

2026	

2034	

2030	

SuperKEK	B	LHC	
Run	II,	III	

HL-LHC	
新粒子の	
直接探索	
間接検証	

2040	
DECIGO?	

LISA	
重力波による電
弱相転移の検証	



将来実験（大雑把）	
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2017	

2026	

2034	

2030	

SuperKEK	B	LHC	
Run	II,	III	

HL-LHC	
新粒子の	
直接探索	
間接検証	

ILC250	
ヒッグスの

超精密測定	

2040	
DECIGO?	

LISA	
重力波による電
弱相転移の検証	



DECIGO?	

将来実験（大雑把）	
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2017	

2026	

2034	

2030	

SuperKEK	B	LHC	
Run	II,	III	

HL-LHC	
新粒子の	
直接探索	
間接検証	

ILC250	
ヒッグスの

超精密測定	

LISA	
重力波による電
弱相転移の検証	

2040	

黄金の2030年代　	



LHCでのtop測定とILC250の相乗効果	

40	ILC２５０検証委員会スライドより	
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フレーバー実験とのシナジー	

42	

アノマリ	

Belle	II　どうなるか?	(general	2HDM,	scalar	LQ,	RPV	SUSY,	...)	
HL-LHC		追加ヒッグスやLQ	の直接探索（質量への制限）	
ILC250　ヒッグス結合精密測定（tanβ,	mH+,	mA等の情報）	

実験結果 	Belle,	Babar,	LHCb	

コンシステンシーのチェック	

3.9	σ	 2HDM	II　	
では説明できない	

解決策　　荷電スカラーの新物理?	



フレーバー実験とのシナジー 	

43	

タウのLFV崩壊	

ヒッグス粒子のLFV崩壊	

タウのLFV崩壊が見つからず、一方、ILC250等で観測	
できるほど大きい	h	→	τ	μ	崩壊がある場合には、	
シーソー機構や輻射シーソー等、シンプルなマヨラナ型	
のニュートリノ質量模型の多くが棄却される！	

<	10−4　at		ILC250	

<	10−9　at		Belle	II	

Aoki,	SK,	Sakurai,	Sugiyama,	2016	

ニュートリノ振動　→　大きなレプトンフレーバーの破れ!	



Correlalon		
Toy	model	

Higgs	LFV		
decay	

τ→μγ	
τ→eγ	
μ→eγ	



If	h→μτ,	eτ,	eμ	is	observed		



If	h→μτ,	eτ,	eμ	is	observed		

例外、特殊	
なディラック	
質量のモデル	
あるいは	
複雑なモデル	

all	models	for	Majorana	masses	are	excluded	!	

Aoki,	SK,	Sakurai,	Sugiyama,	2016	
Only	a	special	model	for	Dirac-Type	neutrino	masses	is	possible	



Future	

<	10−4　at		ILC	

<	10−9　at		Belle	II	Tau	LFV	decays	

Higgs	LFV	decays	 <	10-2	

・　Exploralon	of	ν0ββ		→　lepton	#	violalon	
・　Σi	mi	<	0.23	eV																								<	0.01	eV　 	

Future	improvements	of	LFV	will	be	important!		



バリオン数生成問題	

宇宙残存バリオン数	

サハロフの条件	

バリオン数が変わる相互作用	

C,	CP対称性の破れ	

熱的非平衡状態の存在	

標準理論はこの条件を満たし得たが、データにより棄却	

1.	レプトジェネシス 															　高いスケールの新物理	

ηB =
nB
nγ
=
nb − nb
nγ

(= (5− 7)×10−10 )

バリオン対称な宇宙が冷える過程で粒子数と	
反粒子数の差を引き起こすメカニズムは何か？	

Sahkarov	1967	

高温スファレロン遷移	

電弱理論はカイラル	
小林益川位相	

電弱一次的相転移	

バリオン数生成の新物理シナリオ	

2.	電弱バリオン数生成　　　　特徴のある拡張ヒッグスの物理	

バリオン数	
生成問題	

48	



CPの破れと電弱バリオン数生成	
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|de| = 2.0× 10−29 e cm
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−29 e cmYB/Y obs
B = 1

ILC250	
CP位相は 77mrad	
タウ湯川 (κτ/κV)は0.84%		

タイプ３の2HDM	
タウが2つのヒッグスから質量をもらう	
　・ ヒッグス媒介のFC	
　・ CPの破れ	
バリオン数生成を説明できる（赤）	
Fuyuto,	Hou,	Senaha,	2016	を変更	

EDMの様々な値(青）	
現在値		|de|<	8.7	×10-29	e	cm　	

４つの測定 CP,	g-2,	LFV,	EDMで立体的に検証	

内部パラメータ	
	ΔtanΒ=0.05,		vw=0.1	に固定	

湯川結合の精密測定とCP位相の精密測定、
将来EDM等を掛け合わせることで電弱バリオ
ン数生成のモデルを検証できる	



EW	baryogenesis絵の補足	

•  模型は 一般の	2HDM	(without	Z2	parity)	
•  EDMが将来制限強くなったらモデル死ぬか？	

–  YES。しかしこの図は他パラメータを固定。例えば	
•  相転移の前後のtanβの変動をΔβ=0.05と固定	
•  真空泡の膨張速度wall	velocityを0.1と固定	

– 将来EDMでこの図の場合が死んでも、固定パラメー
タの他の値をとることで生き延びることは可能、逆に
言えば、これらの固定パラメータに対する情報を得る
ことになる。	

•  ILCでの湯川結合の精密測定とCP位相の精密測
定、将来のEDMを掛け合わせることで電弱バリ
オン数生成のモデルを詳細に渡り検証できる	
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ILC250の	
精密測定	
	
2HDMでの	
CPCとCPVの	
ケースを	
区別可能？	

M.	Aoki,	K.	Hashino,		
SK,	M.	Kubota,		
In	preparaPon	



１次的電弱相転移（電弱バリオン数生成）	

スファレロン脱結合条件	
（強い１次相転移の条件） 	

T
!
T c

T
"
T
c

T
#
T c

Veff!$, T"
$$c

真空泡の生成と発展	

ヒッグスポテンシャル	
の物理	

サハロフの第３条件（熱的非平衡）	

f
f

対称相	破れた相	

スファレロン	
遷移が盛ん	

ΔB	≠	0	

スファレロン	
遷移が抑制	

nB	がフリーズして残る	

CP	
壁付近　	
非平衡	
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1次的相転移	



拡張ヒッグスで強い一次相転移可能	

有限温度での	
ヒッグスポテンシャル	

標準理論	

追加されたスカラー	
場 Φ	(	=	H,	A,	H+,	…)		
の量子効果で実現	

>	1	

強い１次相転移	
にならない	

拡張ヒッグス模型:	 強い1次相転移可能	 追加されたスカラー場 Φ	
	(	=	H,	A,	H+,	…)	の量子効果	

重要な予言　ゼロ温度のhhh結合にも大きなズレ	

>		λhhhSM	



強い１次的電弱相転移とhhh結合	
S.K.,	Y.	Okada,		E.	Senaha	(2005)	

強い１次的電弱相転移	
⇔		hhh	結合にも大きなずれ	 バリオン数	

生成可能	
領域	

hhh結合に大きな
ずれ	

2HDMの例	

ILC	(1	TeV)	ならば 約10	%で測れる		

残念ながら	LHC,	ILC250では λhhh		
を望みの精度で測るのは無理	

K.Fujii	et	al.,	arXiv:1506.05992	[hep-ex]	

hhh結合に	10-20	%以上のずれ	
の有無を調べることで	
電弱バリオン数生成は検証可能!	

宇宙物理の問題を加速器で検証できる	

どの実験で？	
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強い一次的相転移の様々なモデル	
一次的電弱相転移を起こせる拡張模型が必要!!	

非熱的効果（場の混合）	熱的輻射補正	

熱的輻射補正	
ヒッグスは二重項１個のみ	
荷電粒子なし	(Toy	model)　　　 			…model	A	
荷電粒子あり	(イナート二重項等)…model	B	
複数のヒッグス二重項(2HDM)　　…model	C	
MSSM	(LHCで棄却)　　　　　　　　　…model	D	
非熱的効果	
ヒッグス一重項模型　                 …model	E	
NMSSM　　　　　　　　　　　　　　　  …model	F	

フレーバー実験(CPV)とも掛合せる	

hhh		
	
ILC	
1TeV	

	重力波	
	
LISA/
DECIGO	

hγγ	
	
LHC	

hVV	
Hff	
	
ILC	

新粒子	
直接探索	
	
LHC	

DM	
探索	

A	 ◯	 ◯	 △	 ◯	

B	 ◯	 ◯	 ◯	 △	 イナート	
粒子	

◯	

C	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 付加的ヒ	
ッグス場	

D	 ◯	 ◯	 △	

E	 ◯	 ◯	 ◯	 付加的
ヒッグス場	

F	 ◯	 ◯	 ◯	 ◯	 SUSY粒子	 ◯	55	



κ	=κV=κf		
=cosθ	

強い一次的	
電弱相転移	

ヒッグス・シングレット混合の模型(model	E)	

ILC250での	
精密測定	

将来のILCアップグ	
レード等でのhhh測定	

HL-LHCでの	
セカンドヒッグス	
の直接探索	

Fuyuto,	Senaha,	2014	



重力波実験とのシナジー	

•  ILC250ではヒッグスと標準理論粒子との結合は精度
良く測れるが自己結合hhhは超難しい	
–  自己結合hhhを10-20%で測る為には　　　　　　　　　　
ILC1TeV	が必要（当分は無理）	

	
•  しかし、将来の宇宙空間での重力波実験(LISA)により

電弱相転移由来の重力波を検証できる               
（ヒッグスポテンシャルの物理）	
–  自己結合hhh測定の代わりになる	

•  ILC250とHL-LHCとLISAは同時期に走るのでシナジーに
よって電弱バリオン数生成の模型をかなり検証できる	
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重力波によるヒッグスポテンシャル探究	

2016年aLIGOでブラックホール連星の重力波	(〜100	Hz)	を初観測　　                   　　
→　重力波天文学の始まり 	

極初期宇宙で起きた現象を重力波で観れるか？	
インフレーション,	一次的電弱相転移等,	…	

地上実験  aLIGO,	KAGRA,	aVirgo…	

重力波物理学	

電弱相転移からの重力波の振動数は相転移温度で決まる	

T	=	100GeV	→			f	=	10−1	−10−3	Hz	 LIGO/KAGRAの感度領域	
(10-103Hz)	から外れている	

LISA計画（欧州）	

DECIGO計画（日本）	

感度領域 ミリHz	周辺	

感度領域 デシHz	周辺	

将来の宇宙での重力波観測 　　	

初期宇宙の物理からの重力波をサーベイできる	

(2034年から)	
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Radialon	dominant		Universe	

Red-shi�ed	frequency	

Conservalon	of	the	entropy	per	comoving	volume	

We	obtain		

ft	/Ht		must	be	>	1,		typically	102			(102-104)			

f0	=	10-3-10-1	Hz	

at:		scale	factor	
ft	:		frequency		
at	the	transilon	

1/ft			Wavelength	of	GWs	at	the	PT		
1	/Ht		Size	of	the	universe	(horizon)	at	the	PT	



１次相転移由来の重力波 
“音波” 
(Compressional plasma) 

“壁の衝突” 
(Envelope approximation) 

 泡の衝突で球対称性が破れる	
		→	 ︎	重力波発生	

“プラズマ乱流” 

重力波源	

泡の衝突	

アインシュタイン方程式	
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Properles	of	the	representalve	LISA	configuralons		

61	

C.Caprini	et	al.,	arXiv:1512.06239	

FP	(Fabry-Perot)-DECIGO		
1	cluster				(arm	length	1000km)			
Correlalon	between	2	cluster　     　	
　　　　　　　　　　　　　　　S.	Kawamura	et	al,	Class.	Quant.	Grav.	28,	094011	(2011)									

LISA	has	been	approved	in	2016	
It	will	start	from	2034		

Laser	interferometer	space	antena	



泡の力学から重力波スペクトルへ	

潜熱（解放される擬真空のエネルギー） 　α	
核形成率の変化率（相転移時間の逆数） β	

例）音波(プラズマ疎密波)由来のGWの強度とピーク振動数(Fi�ng	funclon)	

C.Caprini	et	al.,	arXiv:1512.06239		

泡の核形成率　Γ(T)	=	Γ0	exp(−	S3 /T)		

相転移条件 Γ(T)/H4	=	1を課して	
相転移温度 Tt	を決定	

これらのパラメータから重力波スペクトルが計算できる	

Veff(φ,	Tt)	

φ	

tunneling	

false	

true	

ポテンシャルの深さ	

相転移の速さ	
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電弱相転移からの重力波スペクトル	

感度領域	

eLISA	
arXiv:1512.06239	

DECIGO	
Class.	Quant.	Grav.		
28,	094011	(2011)	

N		=	1	

M.	Kakizaki,	S.K.,	T.	Matsui,	Phys.	Rev.	D92	(2015)	no.11,115007	

4	60	

N スカラー場	
モデル	
(model	A)	
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スペクトルの	(N,	ms)	依存性	

大きすぎる ms	は	
相転移完了条件	
	Γ/H4	=	1	を満たさない	

小さい ms	は 	
強い一次相転移条件	
	φc/Tc>1　を満たさない	

実験の感度領域	

eLISA	
arXiv:1512.06239	

ピーク振動数と強度
の測定から,	α	と	β
がこの解像度で決
まるとすると	
		(N,	mS)		
の情報が得られる	
	

M.	Kakizaki,	SK,	T.	Matsui,	Phys.	Rev.	D92	(2015)	no.11,115007	

DECIGO,	
Class.	Quant.	Grav.		
28,	094011	(2011)	

質量 mS	のスカラー場が N	個ある拡張ヒッグスモデル(model	A)	
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LISA	and	DECIGO	are	capable	of	deteclng	GWs		
from	1st	OPT	in	the	HSM.		 21	

K.Hashino,	M.Kakizaki,	S.K.,	T.Matsui,	P.Ko,	arXiv1608.00297	

Benchmark	point	

LISA	(C1-C4):	

DECIGO		
(Pre,	1	cluster,	CorrelaAon)	

[Caprini	et	al.	(2015)]	

[Kawamura	et	al.	(2011)]	

別の模型	
(model	E)	
	
１重項場を	
追加した	
場の混合	
による	
一次相転移	



κ	=κV=κf		
=cosθ	

強い一次的	
電弱相転移	

ヒッグス・シングレット混合の模型(model	E)	

ILC250での	
精密測定	

将来のILCアップグ	
レード等でのhhh測定	

HL-LHCでの	
セカンドヒッグス	
の直接探索	Fuyuto,	Senaha,	2014	



HL-LHCでの	
セカンドヒッグス	
の直接探索	

将来のILCアップグ	
レード等でのhhh測定	

LISA/DECIGOで	
の重力波測定	

ILC250での	
精密測定	

K.	Hashino,	M.	Kakizaki,	S.K.,	T.	Matsui,	P.	Ko,	Phys.	LeF.	B	766,	49	(2017)	

��hhh : 10%

κ	=κV=κf		
=cosθ	

ヒッグス・シングレット混合の模型(model	E)	



電弱バリオン数生成の検証	

ILC での KV	,	Κf	の精密測定は、	
SUPER	KEKB等や将来EDM実験におけるCPの破れの測定	
同時期の HL-LHC	における 新粒子探索 及び h→γγ	の測定 と	
宇宙重力波実験	LISA	（2034年〜）DECIGOにおける一次的相転移
由来の重力波探索を立体的に掛け合わせることで、電弱バリオン
数生成のモデルをかなり一般的に検証することを可能にする	

注意：	
ILC250	がなければ、他の実験だけでは、モデルの詳細までは	
わからない(どのようなカテゴリのモデルのどのパラメータ領域か等)	

ILC	(1TeV)	で10%で自己結合を測定できれば完璧だがGWで代用可能	

ILC250でκV	を1%以上の精度で測る事はモデル検証に本質的に重要	
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電弱相転移とランダウポール	

	Λcutoff	<	O(100)	TeV	
	

φC	

Tc	

S.K.,		E.	Senaha,	T.	Shindou	2011	

W	=	λ1		Hu	Hu’Ω1+ λ2		Hd	Hd’Ω2	

φc	/Tc	>	1	

102	TeV	>	Λ	>	2TeV		

強い１次的電弱相転移　	
→	大きな λ’				→	Landau	pole	
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Ex)		SUSY	4HDM+Ω	

φc/Tc	>	1			⇒	

λ1	

ランダウポールの上は新世界（新物理のスケール）	



DECIGO?	

将来実験（大雑把）	
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2017	

2026	

2034	

2030	

SuperKEK	B	LHC	
Run	II,	III	

HL-LHC	
新粒子の	
直接探索	
間接検証	

ILC250	
ヒッグスの

超精密測定	

LISA	
重力波による	
電弱相転移	

2040	

黄金の2030年代　	



DECIGO?	
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2017	

2026	

2034	

2030	

SuperKEK	B	LHC	
Run	II,	III	

HL-LHC	
新粒子の	
直接探索	
間接検証	

ILC250	
ヒッグスの

超精密測定	

LISA	
重力波による電
弱相転移の検証	

ILC500?	
1TeV?	

	MulA	TeV?	

FCC?	
100	TeV?	

2040	

黄金の2030年代に	
ヒッグスセクターが解明され、かつ	
新物理の方向性が明らかに！	
次のスケールのヒントを得て、そこに	
焦点を当てた次の世代の実験計画が	

DECIGO?	

2026	

2034	

2030	

HL-LHC	
新粒子の	
直接探索	
間接検証	

ILC250	
ヒッグスの

超精密測定	

LISA	
重力波による	
電弱相転移	

2040	

黄金の2030年代　	



まとめ：　黄金の2030-2040年代	

LHCとSuperKEKBの後、2030年代に３つの実験が同時期に	
–  ハドロンコライダー（HL-LHC）  　 新粒子、新物理の直接間接探索	
–  レプトンコライダー（ILC250）   　　　　　 ヒッグス工場、超精密測定	
–  宇宙空間重力波実験（LISA/DECIGO）　　  　　 電弱相転移の検証	

	
ILC250は中核的存在、ヒッグスセクターが解明され、様々な実験
のシナジーで発見や新物理の方向性も明らかに	

その次の時代に調べるべき新物理スケールの情報がわかる	
–  ILCアップグレードの可能性、あるいは	
–  次世代ハドロンコライダーで狙うべきエネルギーを設定できる	
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ILC250の早期建設には十分な意義がある	
レッツ・ゴー！	


