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Finally, LHC Era 
Opens Up!

E.g.	  CG	  by	  real	  data	  from	  CMS:
4μ	  event	  with	  invariant	  mass	  201GeV.

※	  Movie	  from	  YouTube.



今どういう時代か？
• 60~70年代初頭、素粒⼦子の標準模型の誕⽣生と完成:

✴ Weinberg	  (1967),	  “A	  Model	  of	  Leptons.”

✴ Glashow,	  Iliopoulos	  &	  Maiani	  (1970),	  “Weak	  Interactions	  with	  
Lepton-Hadron	  Symmetry.”

• 40年以上経った昨年2010年、ようやく待ちに待った	  
LHC	  が本格稼働！(解析結果の正式発表はたぶん3⽉月のMoriond）

• これから数年かけて
★ 残された最後の、そして最も重要なヒッグス粒⼦子の探索:

✴ 電弱対称性の⾃自発的破れが、ありとあらゆる素粒⼦子の質量の唯⼀一の源。

★ さらには標準模型を超えた新物理が期待される！(次⾴頁)



New Physics Expected

• Certainly	  there	  exists	  dark	  
matter,

• Thereʼ’s	  small	  tension	  within	  
EW	  data:

• Best	  fit	  value	  mH	  ~	  90GeV	  
is	  already	  excluded	  by	  
direct	  search:	  mH＞114GeV.

•We	  expect	  new	  physics	  at	  
around	  TeV!



Extra Dimension Makes 
Difference in EW Data
• E.g.	  in	  our	  result:

Haba,	  KO,	  Takahashi	  10,	  10



Two Benchmark Scenarios 
beyond SM

SUSY	  (cons):

1.	  LSP	  DM	  stable	  by	  R-
parity,	  put	  by	  hand.

2.#(new	  param.)＞100	  
can	  fit	  any	  data.

``Theory	  of	  Everythingʼ’ʼ’	  
in	  a	  different	  sense	  from	  
superstring.

Extra	  Dimʼ’s	  (pros):

1.	  LKP	  DM	  stable	  by	  
extra	  dimʼ’l	  momʼ’m/
parity	  consʼ’n	  by	  
construction.

2.	  Few	  #(new	  param.)

No	  need	  of	  impurity,	  
unlike	  SUSY	  where	  it	  is	  
essential	  for	  EWSB.



ここまでのまとめ
• LHCで標準模型を越える新物理を期待:

i) 暗⿊黒物質の存在。

ii) 電弱詳細データに微妙な緊張。

• 普遍余次元(UED)模型はわりと良い仕事をする:
i) WIMP暗⿊黒物質としてのLKP。

✴ 余次元の幾何学	  (例:	  KKパリティ保存則)	  で安定。

ii) 電弱詳細データをよりよくフィット。
✴ 新たなパラメタが少ない。（対SUSY）

★ 無限個のKKトップがTパラメタへ寄与して、重い
ヒッグスを許す。

※上３つとも図はウェブから

Haba,	  KO,	  Takahashi,	  09,	  10



To repeat,
•5D	  UED:
★makes	  “better”	  fit	  to	  
EW	  precision	  data,

★gives	  stable	  DM	  as	  LKP.



UEDの問題点

• mUEDにおける電弱対称性の破れ:
★ 負の質量⾃自乗の起源？

★ 四点結合が⾼高次元演算⼦子。

★ より悪い階層性問題:	  μ	  =	  O(Λ3/MKK)	  -	  O(Λ3/MKK)。



Outline
1.Our	  proposal:
★EWSB	  without	  Higgs	  potential

2.Theory	  is	  unitariy!
★Existance	  of	  BRST	  transformation

★Infinite	  KK	  modes	  unitarize	  WLWL-
scattering

3.“Higgs	  impostor”	  at	  500GeV



Review: mUED模型
• 余次元はS1/Z2(̃線分)にコンパクト

化。
• 標準模型の全ての場が余次元に。
★SM	  d.o.f.にノイマン:	  ∂yΦ¦bd=0

✴ クォーク、レプトン、ゲージ場	  Aμ
✴ ヒッグス（後でこれを変更する）

★Non-SM	  d.o.f.	  にディリクレ:	  Φ¦bd=0
✴ 反対のカイラリティの余分なクォーク、レプトン

✴ ゲージ場の余次元成分	  A5（⾮非物理的）

Appelquist,	  Cheng,	  Dobrescu,	  01

KK	  mass:	  
Mn=n/R

KKパリティ



• A	  5D	  field	  =	  infinite	  4D	  KK	  modes.
★Dirichlet:	  	  Φ¦bd	  =	  0,

✴ Φ(x,y)	  =	  Σn=1	  Φn(x)	  sin(ny/R),

✴ mKK	  =	  1/R,	  2/R,	  ...	  

★Neumann:	  ∂yΦ¦bd	  =	  0,
✴ Φ(x,y)	  =	  Σn=0	  Φn(x)	  cos(ny/R),

✴ mKK	  =	  0,	  1/R,	  2/R,	  ...

KK Expansion in 
Ordinary UED, Review

n=0

n=3
n=1

n=2

n=1
n=2

n=3



我々の観察
• ⼀一般的なディリクレ境界条件は⾮非零である。
• たとえば実スカラーを例にとると、

• ノイマン:	  ∂yΦ¦bd	  =	  0。
• ディリクレ:	  δΦ¦bd	  =	  0、
★ Φ¦bd	  =	  const.	  で⼗十分！



我々の提案
電弱対称性を⾮非零ディリ
クレ境界条件で破ろう！

Haba,	  KO,	  Takahashi,	  10,	  10



非零ディリクレ境界条件
による電弱対称性の破れ

• 我々の提案
★ヒッグス場に⾮非零ディリクレ境界条件を置け。

✴ KKパリティは仮定。

Haba,	  KO,	  Takahashi,	  10,	  10



新しいKK展開
vev

n=1

n=2

n=0

n=1n=2

Dirichlet

Neumann

ディリクレ・ヒッグス場は真空期待値だけノイマン的。



非零ディリクレ境界条件破れ
の良い点

• 負の質量⾃自乗も四点結合もいらない。
• よりマシな階層性問題:	  
★境界条件は⾛走らない。

• さらに少ないパラメタ。



が



レフェリー達は悉く
気に入らなかった…
1.理論の無⽭矛盾性:
★ ”symmetry	  is	  broken	  explicitly”
★ “The	  theory	  is	  sick”
★ “nothing	  to	  do	  with	  the	  Higgs	  mechanism”

2.WW-縦波散乱のユニタリ性
(ヒッグス場の零モードが居なくなるので):
★“If	  this	  model	  can	  be	  shown	  to	  be	  consistent	  with	  

unitarity,	  this	  would	  be	  a	  spectacular	  result”

Haba,	  KO,	  Takahashi,	  09,	  10

※画像はウェブから



批判のまとめ

i)ゲージ対称性をあらわに
破っているのでは？

ii)WW縦波散乱を誰がユニタ
リ化するのか？



Outline
1.Our	  proposal:
★EWSB	  without	  Higgs	  potential

2.Theory	  is	  unitariy!
★Existance	  of	  BRST	  transformation

★Infinite	  KK	  modes	  unitarize	  WLWL-
scattering

3.“Higgs	  impostor”	  at	  500GeV



注: ユニタリ性の二つの意味

• 前者はBRST対称性が冪零という意味でユニタリ。
★つまりゴーストが外線に出ない、という意味で。（九

後⼩小嶋）

• 後者は、５次元有効理論が弱結合な（⽊木からそん
なにずれない）領域がある、という意味でユニタ
リ。vEW	  <	  MKK	  <	  E	  <	  Λ	  で。
★（単にヒッグスの居ない標準模型だと	  Λ4~1TeV	  だ

が、これより上に⾏行行ける、という事。）



背景場法
• ヒッグス場を古典配位	  (真空期待値)	  とそのまわりの
量⼦子揺らぎに分ける:
★Φ	  =	  Φc	  +	  Φq、

✴ ここで揺らぎ	  Φq	  は普通のディリクレ条件に従う:	  Φq¦bd=0。

• 古典論でゲージ変換は	  Φ	  →	  eiεΦ	  ̃	  Φ+iεΦ、つまり
★ δ(Φc+Φq)	  =	  iε(Φc+Φq)。	  

• 量⼦子論での真のゲージ変換は量⼦子揺らぎのみ回す:
★ δΦc	  =	  0、
★ δΦq	  =	  iε(Φc+Φq)。



BRST対称性とは何だったか
• Fermionic	  transformation	  s.
★ For	  gauge	  &	  matter	  fields,	  replace	  ε	  by	  ghost	  ω:

✴ sAμ	  =	  -Dμω	  	  	  	  &	  	  	  sΦ	  =	  iωΦ.

★ For	  ghost	  ω	  (=ωaTa):

✴ sω	  =	  iω2

★ For	  anti-ghost	  ωbar	  	  	  &	  	  Nakanishi-Lautrup	  field	  h:

✴ sωbar=h	  	  	  	  	  	  &	  	  	  sh=0.

• If	  one	  can	  show	  nilpotency:	  s2=0	  (as	  well	  as	  positive	  definiteness	  of	  
physical	  spectrum),	  then	  theory	  is	  

★ unitary:	  No	  ghosts	  appear	  in	  external	  line.

★ Fully	  gauge	  invariant	  as	  a	  QFT	  if	  sS=0.	  (S→S+sΨ)



我々の提案
• ゲージ固定を以下のようにする:

• 我々は、真のゲージ変換からBRSTをつくることを提案:
★ sΦc	  =	  0	  	  	  	  	  	  &	  	  	  sΦq	  =	  iω(Φc+Φq).

• ゲージ固定項やゴースト項も含めて作⽤用がBRST不変を⽰示せる。
★ -¦DyΦ¦2	  からも表⾯面項等も出ず	  sS=0。問題なし。

• ５次元で冪零性も⽰示せる:	  s2Φq	  =	  ↓	  =	  0.
★ =	  i(sω)(Φc+Φq)	  -	  iω(sΦq)
★ =	  -ω2(Φc+Φq)	  +	  ω2(Φc+Φq)

Nishiwaki, KO, 2010



一見心配な点
• sΦq	  =	  iω(Φc+Φq)

★ ゴーストωはノイマン。

• Q:	  ディリクレ	  Φq	  の変換後ノイマンの	  ωΦc	  が出るがいいのか？
★ A:	  どうせゴーストだしどうでもいい。

✴ 変換で	  Φq	  に⾜足されるのは	  εωΦc。(ε:	  フェルミオン的定数)

✴ というか実はノイマン＋ディリクレという和は普通にあること。（→⼝口述）

✴ 零モードは変換後もあらわれない:	  sΦ0q	  =0!!	  （→次⾴頁）

★ 古典論としてはゲージ対称性がないが、量⼦子論にはある状況。
★ 作⽤用の不変性および冪零性のみが重要。

✴ ゲージセクターは変更されていない。（→次⾴頁）

• Qʼ’:	  ４次元KK描像ではひとつのヒッグスKKモードの変換先に無限
個のゴーストKKモードが出るがいいのか？（→次⾴頁）



4D-KK描像でのBRST

• Exactly	  the	  same	  as	  unbroken	  theory	  for	  gauge	  sector.
• For	  and	  only	  for	  Higgs	  Φn,

★ infinite	  number	  of	  KK-modes	  mix	  after	  BRST.
★ However,	  zero	  mode	  is	  not	  re-generated:	  sΦ0ʼ’=0!

just numbers
(shown if requested)

Nishiwaki, KO, 2010例えば	  Abelian	  の場合	  (non-Abelianも同様):

Q:	  Is	  this	  really	  nilpotent	  with	  infinite	  terms	  in	  r.h.s.?



ちゃんと冪零です
• After	  some	  amount	  of	  computation...	  

(Abelian	  case,	  just	  to	  show):

• We	  have	  proven	  the	  nilpotency:	  s2Φn	  =	  0!

Nishiwaki, KO, 2010



誰がゲージ場の零モードに
吸われているのか？

• 我々のspeculation	  
★χNG	  ≡	  Σn:odd	  εn	  Aynʼ’	  が吸われる。(εn=2/nπ)
★無限個のKKモードが、	  (境界を除いて)	  平らなモード

を作る。

元は⼭山下さんのコメント,	  Haba,	  KO,	  Takahashi,	  2010



ここまでのまとめ
•背景場法の真のゲージ変換を
BRST化することを提案。
★冪零性を５次元でも４次元KK描
像でも証明。

★理論は場の理論として完全なゲー
ジ対称性を持つ。



再掲: 批判のまとめ

i)ゲージ対称性あらわに破っ
ているのでは？

ii)WW縦波散乱を誰がユニタ
リ化するのか？



Unitarity Relation
• S	  =	  1+iT
• From	  S†S	  =	  1,	  we	  get	  1-i(T†-T)+T†T	  =	  1.
• Roughly,	  2Im(T)	  =	  ¦T¦2	  >	  ¦Tel¦2

• Unitarity	  violation	  if	  M	  grows	  as:	  M	  ∝	  s

• Take	  J-th	  partial-wave	  amplitude:
(next slide)



More on the Last 
Step
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WW-Scattering in SM

•Amplitude	  grows	  with	  s.
•Unitarity	  violation!



Unitarity In SM,
•In	  SM,	  Higgs	  unitarizes	  
WW:

•Mgauge	  +	  MH	  =	  O(s0).



We do not have a 
Higgs zero mode.
What to do?

(Recall	  roughly,	  zero	  mode	  =	  SM	  mode.)



We have infinite KK 
Higgs modes!

• This	  coupling	  exists	  for	  line-segment	  compactification	  
(not	  on	  S1/Z2).

★ Only	  n=1,3,5,...	  contributes.

• g(φnWW)/gSM	  =	  2√2/nπ	  =	  0.9/n.



Infinite KK Higgs 
Uniterize!!

• Donʼ’t	  necessarily	  need	  infinite	  modes:
• 1st	  KK	  Higgs	  already
★almost	  (81%)	  cancels	  O(s)	  SM-gauge	  terms,
★hence	  is	  almost	  a	  Higgs,	  “Higgs	  impostor.”

exactly 
unity



Moreover, We Can Perform 
Infinite Sum First

• Infinite	  poles	  at	  √s	  =	  n/R	  with	  n=1,3,5,...	  .
• For	  large	  s,	  exponentially
★ 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  as
★taking	  into	  account	  widths:



5D Nature Appears

• In	  high	  energy	  limit,

•M	  ∝	  √s
★Never	  appears	  in	  4D
★Truly	  five	  dimensional:
✴ Naively	  in	  5D,	  	  M	  ~	  g52√s

Cancels with SM-gauge



5D UV Cut-off Scale
• Tree	  level	  unitarity	  condition:
★	  

• For	  mKK	  =	  430-500GeV,
★we	  get:	  Λ	  =	  6.7-5.7TeV.
★Enough	  room	  for	  weakly-coupled	  5D	  theory!

• If	  we	  require:	  Λ	  <	  3mKK
★we	  get:	  mKK	  <	  980GeV.



To Summarize,
•WLWL-scattering	  is	  uniterized	  
by	  infinite	  KK	  Higgs	  modes.

• n-th	  KK	  Higgs	  coupling	  to	  SM,	  
reduced	  by	  0.9/n.	  (n:	  odd)

• Enough	  room	  for	  5D	  theory:
★Λ	  =	  5TeV	  	  for	  	  mKK	  =	  500GeV.



我々の達成
1.理論に冪零なBRST対称性が存在する
ことを証明。
★場の量⼦子論として完全なゲージ対称性を
持つユニタリな理論。

2.WW-縦波弾性散乱が、無限個のヒッ
グスKKモードの交換によりユニタリ
化されることを証明。

Nishiwaki,	  KO,	  10

※画像はウェブから



Outline
1.Our	  proposal:
★EWSB	  without	  Higgs	  potential

2.Theory	  is	  unitariy!
★Existance	  of	  BRST	  transformation

★Infinite	  KK	  modes	  unitarize	  WLWL-
scattering

3.“Higgs	  impostor”	  at	  500GeV



In Our Model, KK Scale 
Pinned down

• Within	  90%	  CL,

★430GeV	  <	  mH	  =	  mKK	  <	  500GeV

Haba,	  KO,	  Takahashi,	  arXiv:0910.3356;	  
JHEP	  1007	  (2010)	  079	  [arXiv:1005.2306].



Higgs impostor
• Mass	  at	  500GeV.
• Coupling	  to	  SM	  multiplied	  by	  0.9.
• No	  quartic	  coupling.
• Visible	  at	  WW	  →	  H	  →	  WW。

Preliminary & in arbitrary unit



まとめと展望
• LHC時代が始まっています！

★ UEDは暗⿊黒物質と電弱詳細データのフィットで良い仕事をする。

1. ⾮非零ディリクレ境界条件で電弱対称性がナイスに破れる。
2. 場の量⼦子論として完全なゲージ対称性を持つ。

★ 背景場法の真のゲージ変換をBRST化。

★ WW縦波散乱は無限個のKKモードでユニタリ化される。

3. ヒッグス質量は	  430~500GeV、湯川結合0.9倍、KKモードの
single	  production.

• ゲージ場の零モードに誰が吸われているのか？
★NG等価定理？



Thank you!


