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On the theories in the market 
and how LHC tackle them 



• Expand experimental reach significantly 

• Cutting into TeV scale first time.  Last chance to 
solve naturalness problem.  

• We have solid observational evidences on the 
existence of DM in our Universe. A new 
particle! 

• future experimental  projects are now tied up 
with    “LHC discovery”,  ILC, Super B factory, 
DM searches....Huge responsibility to provide 
correct  scientific results quickly. 

 始めに



1.LHC加速器の現状



LHC実験（2007？～）
円周２７Kmの巨大リング(陽子陽子衝突）

ビームエネルギー　7000GeV（今の７倍）

場所：スイス、フランス



LHC実験（2007？～）
円周２７Kmの巨大リング(陽子陽子衝突）

ビームエネルギー　7000GeV（今の７倍）

場所：スイス、フランス

1)27Km にわたって、精密機器を並べ
その真ん中を高真空にする。
2)そこにTNT火薬にして100Kg の
エネルギーを持った陽子を通す。
3)ビームの太さは 16マイクロメータ。
4)部品は世界中からやってくる。
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地下の様子

CMS

ATLAS



LHC建設の現状
ビームパイプがつながりあとは冷やすだけ



　五月六日リリース
　LHCの2セクターの冷却に成功し、このセクターでの磁石の
通電テストも順調に進んでいることをもとに、以下のような
スケジュールを決めた。。
　
　１）6月末：　LHCの8セクターの冷却が完了する。
　２）7月中旬：実験エリアをクローズ.
　３）7月末：　LHC加速器へのビーム入射を始める。
　　　　　衝突へ向けて、ビームを使ったCommissioningの開始。
　４）10TeVの最初の衝突までには、Commissioningに2か月かかる予定
　５）2008年のランは重心系エネルギー10TeVで。冬のシャットダウンは
11月末頃始まる予定。　
　６）冬のシャットダウンの期間は、LHCの磁石を最高電流で動かすための
　コミッショニング期間とする。2009年は、重心エネルギー14TeVでの実験



去年からの流れ
1/8（オクタント）試験
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去年からの流れ
1/8（オクタント）試験

一ヶ月で終わるはずだったが、かなりてこずった。さらに
次の試験では予想外のクエンチがおこる。（これで年内

１４TeVは不可能に）

宇宙の温度より低いと
宣伝



• 2007 年3月27日圧力テスト中に
Fermi 製Magnetの冷却系が壊れる

• 超伝導部分（1.9K) を支えるための
部品なので、熱流入を押さえる必要
がある。頑丈に作っておけばよいと
いう部品でない。!
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変更プラン
at FermiLab 

非対称な力にたいして、設計
が対応していなかった。

CERNのすごいところは、
現状がすぐにネットに上がること

問題が誰の目にもあきらかー＞すぐに対応
こうでなければ作れない。



CMS and ATLAS

Expensive 
EM calorimeter(鉛タングステン）

High magnetic field and compact 
!"#$%&$'(')*+,'-./!'0#121,'34&45647'899: ;%<%= >1172?@2,'+ABC

A+D)'$E=4751FE<4$

Barrel: about 50% ready

Testbeam 2003:

GH9IJ9:J9K
G'8L8MK

N

GH8J9MJ8K
!"

!
"

!
#

E

MeV

GeVEE

E
$

ATLAS low field and 
large （高さ25m）

中心はシリコンピクセル／ストリップ
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２.LHCの物理
SMのHiggs 機構

スカラー場の真空期待値で
自発的対称性の破れを説明する。

質量０のNGボソン
で、W,Zの縦波に
変わる。



New Physicsの手がかり!W,Z, higgstop

Figure 1: The most significant quadratically divergent contributions to the
Higgs mass in the Standard Model.

give

top loop ! 3
8!2 !2

t !
2 " !(2 TeV)2

SU(2) gauge boson loops 9
64!2 g2!2 " (700 GeV)2

Higgs loop 1
16!2 !2!2 " (500 GeV)2.

The total Higgs mass-squared includes the sum of these loop contributions and
a tree-level mass-squared parameter.

To obtain a weak-scale expectation value for the Higgs without worse than
10% fine tuning, the top, gauge, and Higgs loops must be cut o" at scales
satisfying

!top
<
! 2 TeV !gauge

<
! 5 TeV !Higgs

<
! 10 TeV. (1)

We see that the Standard Model with a cut-o" near the maximum attainable
energy at the Tevatron (" 1 TeV) is natural, and we should not be surprised
that we have not observed any new physics. However, the Standard Model with
a cut-o" of order the LHC energy would be fine tuned, and so we should expect
to see new physics at the LHC.

More specifically, we expect new physics that cuts o" the divergent top
loop at or below 2 TeV. In a weakly coupled theory this implies that there are
new particles with masses at or below 2 TeV. These particles must couple to the
Higgs, giving rise to a new loop diagram that cancels the quadratically divergent
contribution from the top loop. For this cancellation to be natural, the new
particles must be related to the top quark by some symmetry, implying that the
new particles have similar quantum numbers to top quarks. Thus naturalness
arguments predict a new multiplet of colored particles with mass below 2 TeV,
particles that would be easily produced at the LHC. In supersymmetry these
new particles are of course the top squarks.

Similarly, the contributions from SU(2) gauge loops must be canceled by
new particles related to the Standard Model SU(2) gauge bosons by symmetry,
and the masses of these particles must be at or below 5 TeV for the cancellation
to be natural. Finally, the Higgs loop requires new particles related to the Higgs
itself at or below 10 TeV. Given the LHC’s 14 TeV center-of-mass energy, these
predictions are very exciting, and encourage us to explore di"erent possibilities
for what the new particles could be.

4

!W,Z, higgstop

Figure 1: The most significant quadratically divergent contributions to the
Higgs mass in the Standard Model.

give

top loop ! 3
8!2 !2

t !
2 " !(2 TeV)2

SU(2) gauge boson loops 9
64!2 g2!2 " (700 GeV)2

Higgs loop 1
16!2 !2!2 " (500 GeV)2.

The total Higgs mass-squared includes the sum of these loop contributions and
a tree-level mass-squared parameter.

To obtain a weak-scale expectation value for the Higgs without worse than
10% fine tuning, the top, gauge, and Higgs loops must be cut o" at scales
satisfying

!top
<
! 2 TeV !gauge

<
! 5 TeV !Higgs

<
! 10 TeV. (1)

We see that the Standard Model with a cut-o" near the maximum attainable
energy at the Tevatron (" 1 TeV) is natural, and we should not be surprised
that we have not observed any new physics. However, the Standard Model with
a cut-o" of order the LHC energy would be fine tuned, and so we should expect
to see new physics at the LHC.

More specifically, we expect new physics that cuts o" the divergent top
loop at or below 2 TeV. In a weakly coupled theory this implies that there are
new particles with masses at or below 2 TeV. These particles must couple to the
Higgs, giving rise to a new loop diagram that cancels the quadratically divergent
contribution from the top loop. For this cancellation to be natural, the new
particles must be related to the top quark by some symmetry, implying that the
new particles have similar quantum numbers to top quarks. Thus naturalness
arguments predict a new multiplet of colored particles with mass below 2 TeV,
particles that would be easily produced at the LHC. In supersymmetry these
new particles are of course the top squarks.

Similarly, the contributions from SU(2) gauge loops must be canceled by
new particles related to the Standard Model SU(2) gauge bosons by symmetry,
and the masses of these particles must be at or below 5 TeV for the cancellation
to be natural. Finally, the Higgs loop requires new particles related to the Higgs
itself at or below 10 TeV. Given the LHC’s 14 TeV center-of-mass energy, these
predictions are very exciting, and encourage us to explore di"erent possibilities
for what the new particles could be.

4

Fine tuning in the Higgs sector (1019GeV →103GeV)

なぜ Higgs vev は O(200) GeV??か。

mf  log Λ fermion mass 

!µ! = (gµ!p
2
! pµp!)!

gauge two point 
function

他はたいしたことがない。 

カットオフスケールを Λ=10TeVとすると



新しい対称性 →新しい粒子 
•  Higgs sector の輻射補正をなんとかしないとい
けない。

• ideas 

• フェルミオンのカイラル対称性をボソンのセクターと
関係させる。（超対称性） 

• グローバル対称性(little Higgs model) 

• gauge symmetry (gauge higgs unification) 

•  でもそれは LEP の制限にあらわれてはいけな
い。

φ

mf  log Λ

!L =
(h†Dµh)2

!2 ! > 5TeV



Classic Solution:　超対称模型 

• exchange  boson and fermion. 

• sfermions(0), gaugino(1/2), higgsinos(1/2)

• SUSY  change “dimension” (1 for boson 3/2 for 
fermion),  relate mass and couplings 

• chiral symmetry is extended to boson sector. 
No quadratic divergence 

• R parity conservation. 　(R=-1の粒子は R=-1の粒

子に崩壊する。　　New stable particle→ DM 

!WW =
1

g2
Fµ!Fµ! + Mg̃g̃! =

1

g2
+ M!2

!"L"RH ! !#L"RH̃ + !"L#RH̃

! ! "



超対称模型の 

particle content 

http://www.nikon.co.jp/main/
eng/feelnikon/discovery/light/index.htm

Hidden sector の超対称性の破れ
→超対称粒子の質量

http://www.nikon.co.jp/main/eng/feelnikon/discovery/light/index.htm
http://www.nikon.co.jp/main/eng/feelnikon/discovery/light/index.htm
http://www.nikon.co.jp/main/eng/feelnikon/discovery/light/index.htm
http://www.nikon.co.jp/main/eng/feelnikon/discovery/light/index.htm


超対称性のもとでの
ゲージ結合の統一

超対称大統一理論
SUSYなし

繰り込みスケール

U
(1)

SU(2)

SU(3)

ぴったり！



超対称粒子の相互作用と質量
 超対称理論に本質的な性質

 新しいスカラー４点の結合定数
（SSSS）、新しい湯川結合
（FFS）結合定数は出ない。（標
準模型のゲージ結合、あるいは、
湯川結合定数と関係がつく）

 量子的な（繰り込み可能な）性
質。

 スカラーの世界まで、カイラリ
ティ（右巻き、左巻き）の概念が
広がる。

ゲージ相互作用

湯川相互作用

Ｙ
２

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌゲージ ゲージーノ

Ｙ

Ｌ

Ｒ

Ｈiggs
Ｙ

Ｌ

Ｒ

Ｈiggsino



階層性問題と超対称性

 超対称模型　ボソンとフェルミオンの間の対称性

⇒超対称粒子の結合定数に制限

繰り込み可能な性質であるということが重要

⇒フェルミオンとボソンの輻射補正の間に関係がつく。

⇒２次発散がキャンセルしてlog 発散

この模型を考えることで高いスケールと低いスケールとの
間の関係を考えることが可能になる。
さらに、、、



超対称性の自発的破れ

 超対称な場の理論の良い性質を維持するためには超対称性は自発的に破れる必要が
ある。

 一方、グローバルな超対称性が自発的に破れる場合には、ツリーレベルで以下の関
係がなりたつ。

 これでは現象論的に困るので、超対称標準模型のセクター以外に超対称性を破るセ
クターを用意する（Hidden sector) 

 Hidden セクターは重力、あるいはループを介してわれわれと繋がっている。
 Hiddenセクターはなんなのだろう。どこから来たのだろう。どうやったらその性質
がわかるのだろう。



Higgs 機構

質量ゼロのゴールドストーン
粒子と背景場

対称な真空
（不安定）

ゲージ粒子との混合



Super Higgs 機構

質量ゼロのゴールドストーン
フェルミオンと背景場＜Ｆ＞

超対称な真空
Ｆ＝０（不安定）

グラビティーノ粒子との混合

重力セクターも超対称で初めて模型になる。
グラビティーノはすべての超対称性の
破れに結合する。この性質がコライダー
で調べられるのは、グラビティーノ
の質量が超対称粒子の中で一番軽い場合。



Hidden sector 
F

Messenger sector
M 

MSSM sector
M(SUSY)=F/M

Gravitino mass by
Superhiggs

Mechanism F/Mｐｌ

Really Hidden
 sector

F0 

massless golostino

グラビティーノとの
相互作用は模型によらない

模型に依存するパス 

超対称模型の構造（まとめ）

or F0/Mｐｌ

模型に依存しないパス



超重力模型の低エネルギーでの予言

低いスケールでの超対称模型
の質量変数

繰
り
込
み
群
方
程
式

湯川結合によるもの
（大きさを小さくする方に働く）
•世代間で異なる大きさ
•世代間の混合
•右巻きニュートリノの湯川結合

ゲージ相互作用によるもの
強い相互作用をする粒子の質量は
重くなる。



Radiative　Symmetry Breaking

超対称粒子の質量がはかれる
か。　

スカラートップの質量は計れ
るか。

レプトンは軽いか。

LSPの質量は？



３.LHCにおける基本過程
• 実験に対する理解

• どんなプロセスが見たいか（動機）

• そのプロセスはどんな特徴を持っているか。
（頭のなかにシュミレーターが必要）

• 特徴を実証するには新しくどんな解析をしな
ければいけないか。何がはかれるか（BGは
なにか。本当に見えるか。）

• 道具は持ったか？？



コライダー実験とはどういうものか
• ９４年以来、最高エネルギーコライダーで目立った発見はない。最近の人は
コライダーからどれだけすごい結果が出る可能性があるか知らない（意識
していない）気がする。

• ビーム（エネルギー　E(beam)、ルミノシティ　L）

– 粒子を狭いところに集めて加速する。

– 逆向きにまわして衝突させる。（collider）　　　　　　　　　　　　　
N(衝突）＝(時間)・L・σ（散乱断面積）

– σ~ g4 β(or β3) /s  （sは重心系のエネルギー）が普通。始状態と終状態の
ヘリシティがあっていればβ。つくるのに十分なエネルギーに達したと
きに一番断面積が大きい。

– 衝突数を一定にするために高いエネルギーのコライダーほどルミノシ
ティが高い。電気代が高い。危ない。

28



LHCの物理
• ヒッグスの物理をするのに、ハドロンコライダーは本来適切で
ない。LHC：QCD過程からくるBGが多い。　　　　　　　　　　　
LEP:始状態が電子なので、だいぶ楽。ゲージ粒子生成が主。

• しかし電子は円形加速器であるかぎり、リング一周あたりに出
て行くエネルギーが多すぎる。　　　　　　　　　　　　　　　
⇨　線形加速器？µコライダー？

• LHCでヒッグス発見の為にするべきことはなんだろうか。（シ
グナルとBGで異なる性質を見つけ出す。ー＞基本過程の理
解。

29

bb: H(130GeV) =1012:5x105　at LHC
超対称粒子　W→e:tt:SUSY=108:107:5x105
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Lecture 1: QCD

Plan of the lectures

Introduction: The
big picture

Infrared Behaviour
of QCD

Jet Definitions

Parton Showers

Introduction: The big picture

5 / 38

陽子 陽子
興味のある衝突

弱いエネルギー
の衝突

パートンシャワー



パートンとジェット
• 陽子と陽子の衝突は陽子のなかのクオークと
グルーオンが衝突すると考えることができ
る。

• ハードな衝突から現れたグルオン、クオーク
は、もとのパートンと同じ方向に出るので同
じ方向にたくさんのクオークグルオンが束に
なって出る。この振る舞いはQCDで定量的に
理解できる。パートンシャワー。

• このプロセスは摂動計算ではあらわせない。
無限のgluon quark 放射を足し上げる必要があ
る。

• 十分エネルギーが下がるとメソン やバリオン
になる。

x y

ハードプロセス
s＝xyS

f（x） f（y）

M2(n)
!

1

n!

( !

2"

)

n

logn(s/µ2)

P1
P2

P3......

(p, 0, 0, p)

(zp, pT1, 0, zp) pT1 > pT2
> pT3....

パートンシャワー

Hadronization 
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イベントの形（PTの物理）

• parton 分布はエネルギーが低いほど大きい。つまりLHCでは散乱断面積は生成ぎ
りぎりのところが大きい。

• ビーム方向の運動量は決まらない。イベントは片側にブーストされている。

• 生成された粒子が崩壊すると質量程度の横方向運動量がでる。

Px(Ｗ)+Px(jj)~0
Py(Ｗ)+Py(jj)~0
Pz(W)+Pz(jj)~?

横方向の運動量が大きい
ほど、断面積が小さい。

W
j

j

Z

H

px(Z)+px(H)=0

py(Z)+py(H)=0

pz(Z)+pz(H)=2E

e+ e-



座標系

!"

衝突点 ビーム軸方向

粒子の運動量
~(ET, η,φ)

! = ! ln

!

tan
"

2

"

横方向の運動量がハドロンコライダーでは基本的な量。測定器できち
んとはかれる領域はη=3(5.7度）～3.5（3.5度）まで。
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LHC!"#$%&'()*+

Gluon Fusion

VBF

LEP!

,-

./01"23'(

Top/bottom1"23'(

質量が重くなると断面積が急激に落ちる。

一年で100000個！

一年で１０００個



標準模型のHiggs の崩壊モード

東大浅井先生物理学会講演
トラペ

一年で１００個



• 計りたいもの、電子、光子、
ミューオン　タウ、b（第三世代の
粒子）　ジェット

• エネルギーを測定するには、その
粒子を物質と相互作用させないと
いけない。

• しかし測定器をおくと、粒子と物
質が相互作用して新しい粒子が作
られる。

– 電子、photonー＞電子「候
補」photon「候補」

• 粒子と物質の相互作用は確率過
程。ばらつき->測定エラー 37

でてきたものをはかるには

EM シャワー
10g/cm^2

e !

ハドロンシャワー
K0, pi+.....

重たい荷電粒子
"など。

光、電流として信号を
取り出し



Muonは測定器を抜けて
出て行く

測定器

Muon の運動量の測定

光と電子はすぐにとまる。

ハドロン
カロリメーター
（エネルギーを
測る）

トラッカー
（荷電粒子の
軌跡をはかる）

測定器はIPから
くる粒子をもっとも
よく測定できるように
配置されている

ハドロンはとまりにくい

これがないとBができないVertex Detector
ここに8000万
チャンネル

ν, DM





エネルギー・運動量の分解能について
• トラック（磁場をかけて計る）

• 電磁シャワー

• ハドロンシャワー
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神前 純一、LHC物理解析研究会、2005年1月22日

Transition Radiation Tracker

Barrel Inner Detector Support Structre

Straw tube: 4mm φ
Barrel:
　|η| < 0.7
　radius ~ 56-107 cm
End-cap:
　0.7 < |η| < 2.5
　radius ~ 64(48) -103 cm
σ /straw = 170 μm

Inner Detector Performance
　　σ(1/pT) ≈ 3.5×10-4 ⊕ 1.3×10-2/(pT √sinθ) (GeV-2)
　　charge mis-id. < 2% (μ), < 5% (e) for pT=1TeV

神前 純一、LHC物理解析研究会、2005年1月22日

Electromagnetic Calorimeter
Liquid Ar Calorimeter + Pb
　with accordion geometry
Coverage
　Barrel: |η|<1.475
　End-cap: 1.375<|η|<3.2
Energy resolution
　　σ(E)/E = a/√E(GeV) ⊕ b
　　　　a ≈ 10%　b ! 0.7%

Fine granularity (Δη×Δϕ)
　Barrel: 0.025×0.025
　End-cap: 0.025×0.025 (1.375<|η|<2.5)
　               0.1×0.1 (2.5<|η|<3.2)

神前 純一、LHC物理解析研究会、2005年1月22日

Hadronic Calorimeters
Barrel (|η|<1.7)
　Iron + scintillating-tile (11λ at η=0)
　Δη×Δϕ = 0.1×0.1
　a = (40-45)%GeV1/2, b = (2-3)%



ATLAS vs CMS in Higgs discovery

• CMSの測定器は γ線の reconstruction にかなり特化した測定器。高い。取り扱いも大変難しい。

• 一方ハドロンの resolution は悪い (ATLAS 40%/sqrt(E) CMSは80%)

• だれが勝つかは最後までわからない。(動くか、という問題もある。）

10.3. Discovery reach 319
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Figure 10.39: The signal significance as a function of the Higgs boson mass for 30 fb!1 of the
integrated luminosity for the different Higgs boson production and decay channels

10.3.3 Study of CP properties of the Higgs boson using angle correlation in
the ! ! ZZ ! e+e!µ+µ! process

The most general !V V coupling (V =W±,Z0) for spin-0 Higgs boson ! (! means the Higgs
particle with unspecified CP -parity, while H (h) and A mean the scalar and pseudoscalar
Higgs particles, respectively) looks as follows [501–504]:

CJ=0
!V V = ! · gµ! +

"

m2
V

· pµp! +
#

m2
V

· $µ!"#k1"k2#, (10.5)

where k1, k2 are four-momenta of vector bosons V and p" k1+k2 is four-momentum of the
Higgs boson. In the present analysis a simplified version of above !V V coupling (Eq. 10.5)
is studied with a Standard-Model-like scalar and a pseudoscalar contributions (i.e. !, # #= 0
and " = 0). To study deviations from the Standard Model !ZZ coupling we take !=1¶. The
decay width for the !!ZZ!(%1%̄1)(%2%̄2) process consists now of three terms: a scalar one
(denoted by H), a pseudoscalar one $#2 (denoted by A) and the interference term violating
CP $# (denoted by I):

d"(#) $ H + # I + #2A. (10.6)

This way the Standard-Model scalar (# =0) and the pseudoscalar (in the limit |#|!%) con-
tributions could be recovered. It is convenient to introduce a new parameter &, defined by
tan &" #, which is finite and has values between &'/2 and '/2. Expressions for H , A and I
can be found in article [502].

In study of the CP-parity of the Higgs boson two angular distributions were used. The first
one is a distribution of the angle ( (called plane or azimuthal angle) between the planes of
two decaying Z’s in the Higgs boson rest frame. The negatively charged leptons were used
to fix plane orientations. The second one is a distribution of the polar angle ), in the Z rest

¶The !V V coupling with !=1 and arbitrary " is implemented in the PYTHIA generator.

H→γγ
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VBF (QCDの特徴を生かす。)

b、タウ

b　タウ

ヒッグス粒子

b
b　

W
W

PS はカラーでつながっている粒子の間に現れる。
qq-> qqH の場合には二つのb jet の間にだけQCDのアクティビティがある。
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Angular ordering

Let’s return momentarily to soft gluon radiation, to examine an important
phenomenon: Angular ordering

Soft gluon emission enhances the
cross-section due to a logarithmic
divergence. Since there is interference
between emission from two parton legs,
the total enhancement factor includes a
sum over all pairs of external lines (i , j):

d!n+1 = d!n
d"

"

d!

2#
$s2#

X

i,j

CijWij

where " is the emitted gluon energy, d! its solid angle element, Cij is a color
factor and Wij the radiation function given by

Wij =
"2pi · pj

pi · qpj · q
=

1! vi vj cos %ij

(1! vi cos %iq)(1! vj cos %jq)
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The radiation function can be separated into two parts, containing the collinear
singularities along the lines i and j . For simplicity let’s consider massless
particles with vi,j = 1. Then Wij = W i

ij + W j
ij where

W i
ij =

1

2

„
Wij +

1

1! cos !iq
!

1

1! cos !jq

«

If we write the angular integration in polar coordinates w.r.t. the direction of i ,
d! = d cos !iqd"iq and perform the azimuthal integration, we get

Z 2!

0

d"iq

2#
W i

ij =
1

1! cos !iq
if !iq < !ij , otherwise 0

This is the remarkable property of angular ordering.

So, after azimuthal averaging, radiation from the leg i
is confined to cone with opening angle to direction j ,
and vice versa.

30 / 38
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1.  Two forward tagging jets

-- one jet  in each hemisphere 

-- PT(jet1) > 40GeV,PT(jet2) > 20GeV

-- |+!jj| >3.6

--+Rjj>0.7 ("Rjj
2 = "#2 +"!2 )

-- Mjj > 500GeV

2.  Two Gamma selection

-- N$ = 2, |!$| < 2.5

-- PT($1) > 50GeV, PT($2) > 25GeV

-- gamma should exist between two

forward jets in !-# plane.

(+R(jet,$)>0.7)

Selection Criteria,-tagging jets method.

Mjj(GeV)

Signal (VBF)

background

VBFのセレクション

2005!"#$%&' ()*' 8

Selection criteria (2)

Additional cuts for no colour exchange.

-- Central jet veto 

(No jet with PT (jet)>20GeV in the central region)

-- apply inefficiency of 3.7% due to minimum bias jets

Higgs mass window requirement

-- 118 < Mh < 122GeV  @ Mh = 120GeV

QCDのバックグランドにはこういうイベント
はほとんどない。



H−＞ττ modeについて 

• τの崩壊　πν(11%)、ρν(24%)、a1ν
(15%)、、、

• 見えない運動量があっても質量再構
成ができる。τの崩壊する方向に、
ντもでていると期待されることを利
用。

• もともとの過程がs wave. Higgs の運
動量が小さい。

見えない横運動量

タウの作るジェット

再構成されたニュートリノ
の運動量


