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講演概略 

• 0: 台湾に来んさい! 

 

• 1: 序論  

        トップクォークの性質, LHCに於けるトップジェット 

 

• 2: boosted top と ジェットの下部構造 

 

• 3: 因子化と偏向トップの崩壊過程 

 

• 4: 結果:  

        右(左)手型のトップジェットの質量分布, エネルギープロファイル 

 

• 5: 結論 
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1. 序論 

• 素粒子標準理論におけるトップクォーク 
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• 量子数 

EM charge = (2/3)|e| Spin = (1/2) ħ 

Mass (pole) = 173.07±0.52±0.72 [GeV] SM内では一番重い粒子 

Width = 2.0 ±0.5 [GeV] 

Mass(Msbar) = 160.07+5-4 [GeV] higgsポテンシャルの安定性 

Mt-Mtbar = - 0.6 ±0.6 [GeV] CPT不変性 

Longitudinal: F0 = 0.70±0.05 

                Left: F- = 0.32±0.04 

             Right: F+= - 0.017±0.028 

 

• 質量と崩壊幅 

• Wボソンのヘリシティ比 

• フレーバーを変える中性カレント 

Br(t  γq) < 6*10-3 Br(t  Zq) < 2*10-3 

(Topness = +1) 

[PDG 2012] 

トップクォークに関する測定量 
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トップクォークの特殊性とスピン 

• トップの崩壊はほぼ100% t → bW. 

     寿命 vs. 典型的なハドロン化時間 

> 

• トップはハドロン化する前に崩壊する. 

崩壊粒子の角分布, エネルギー分布には 

トップスピンの情報が残されている。つまり   

      “裸”のクォークを間接的に観測 

とも言える。(通常のクォークは閉じ込めが働く) t 
b 

W 

u(ν) 

d(e) 
spin 

< 
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LHCに於けるトップジェット 

• コライダーでのトップクォークの信号 

生成過程:   

gg(qq) → tt   

崩壊過程:   

t → bW →blν (semi-lep. decay, 30%) 

  → bW →bud (had. decay, 70%)  

  
• 全体としては信号と分岐比 

gg(qq) → tt → bb+2l      (lep-lep, 10% ) 

                     →  bb+l+2j  (lep-had, 40% )   

                     →  bb+4j     (had-had, 50% )  

top top 

奇麗、低確率 

複雑、 高確率 

ところでジェットとは一体何なのか？ 

*) j=jet 
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• ジェットとは何か? 

 

• ジェットの理論 
Sterman (Weinberg)によって QCDを用いて e+e- 

hadrons過程に対して初めて導入された. 

• ジェットの観測 

   実験的にはSPEAR(SLAC)にて2-jets, PETRAにて3-jets(qq+g)がそれぞれ初めて観

測された。(3-jetsはgluonの存在の証明に寄与) 

 Jets = ある方向に高エネルギーのハドロンの束が放出される現象. (典型的にはジェット内
の粒子については気にしない) 

G.Sterman, S.Weinberg, PRL 39,1436(1977).   

G.Hanson et al, PRL 35,1609(1975).   

TASSO, MARK, PLUTO, JADE (1979-1980).   

q 

g 

e- 

q 
3-Jets in ee collisions   

ジェット質量 

= (Σ momenta in cone)2 

ジェットには半径が必要   

e+ 
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ジェットエネルギー  

= (Σ energy in cone) 
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tt生成事象の候補  e+jets at LHC 

http://www.hepl.phys.nagoya-u.ac.jp/public/www/Intro/atlas_v2/ 

e 

jets 

e 
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tt生成事象の候補 eμb+jets at LHC 

http://www.hepl.phys.nagoya-u.ac.jp/public/www/Intro/atlas_v2/ 

μ 

e 

e 

jets 
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2. Boosted top と ジェット下部構造 

• LHC(7-14 TeV)のエネルギーでは重い粒子 (W,Z,h,top...) でさえも高速度
で生成可能 = boosted W,Z,h,top...  

Boosted top (直接的)  

t 

jet 

p 

t 

p 

Etop = O(1) TeV   

• Boosted topの研究は標準理論の予言だけでなく、新物理の信号を探す
際にも有用（我々の研究は標準理論の範囲内）   

Boosted top (間接的)  

X(New particle) 

p 

X 

p 

t 
Etop = O(1) TeV   

MX = O(1-10)TeV   

something 

(model dep.) 

New interaction 
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Jet substructure = 噴流次結構(中国語) 
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Boosted topからの崩壊粒子はほぼ一方向に集中. 

t 
ν 
e b 

W 

高速トップ (narrow jet) 

(ハドロニック崩壊はより複雑!) 

ジェット半径の中を詳細に見る事 

     = ジェットの下部構造の研究 ! 

H.n.Li, Z.Li, C.P.Yuan, 

PRD87,074025(2013) 

ジェット下部構造の例 (q-jet と g-jet の区別) 

ジェットエネルギー 

プロファイル 
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研究動機 

• トップクォークの一般化されたChiral構造 

talk at Hiroshima University 

• トップクォークのスピンやカイラル構造の情報はジェットの
下部構造に残っているだろうか？ 

 

• トップジェット下部構造にヘリシティ=右 or 左型による違い
はあるのか？どの様に違うのか？ 

 

*) 本研究は標準理論の範囲内に限る    

トップクォークのChiral構造はトップ崩壊に敏感 
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• 例として以下のプロセス qq tt を考える。 

2乗振幅  

生成過程 Topの崩壊過程 
(semi-lep. 崩壊過程) 

3. 因子化と偏向トップの崩壊 

(フェルミオンの閉線 = trace) 
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• Fierz 変換によりanti-topを因子化 

• Anti-top lineの因子化のFeynman図   

全体 生成部分 崩壊部分 

ξはWilson line vector  
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無偏向トップ  偏向トップ 

• 無偏向トップ 

• スピン分解の射影演算子 

無偏向 偏向(ex. spin up) 偏向(ex. spin down) 
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因子化のまとめ 

• b-jetも因子化(Fierz変換)すると、  

talk at Hiroshima University 

平均二乗振幅 

生成過程 
崩壊過程  (semi-leptonic) 

• top,bの因子化とスピン分解  

Anti-top 生成過程の一部 

top 崩壊過程の一部 

bottom b-jet function 

因子化された  

b quark 

Hard kernel 

Unpol. top 
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talk at Hiroshima University 

• 因子化された断面積  

• Top静止系に於けるpolarised top-jet function  

top-jet function Hard part Phase space 

• 規格化されたTop-jet 質量分布 top-jet function にだけ依存 

top spin 

Jb 

e t ν 

Spin状態への分解 
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• Lorentz変換を用いてBoost topとヘリシティ (R,L)を導入 

For top 

For bottom 

Z軸 = top spin方向 

静止系とboost系の間の関係は通常の
Lorentz変換にて与えられる 
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4. 結果  
 R(右手型),L(左手型) topに対するジェット質量分布 

左手型 top > 右手型 top 

       top崩壊過程のV-A型相互作用のため  

Ejt が増加するとR-Lの差は徐々に零に漸近する。 
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Jet energy profile (ジェット下部構造) 

• Top jetの中に小さな円錐(角度r:  0 < r < Rt)を考え、元々の円錐
内にあるエネルギーとの比を取る. 

• 質量分布と同様に因子化された結果を仮定  

b-jet energy 
profile function 

Hard kernels * 

t-jet axis t-jet  
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•  b-jet energy profileの精度はLO近似 

• 再度、Left > Right の傾向有り 

• より高エネルギーのtop jetの方が、エネルギーが
溜まる速度が速い  

 

Top jet Energy Profileの結果  

talk at Hiroshima University 

R-L の差の大きさは 

ΔR = -18% for 300 GeV  

1TeV 

300GeV 

1TeV 

300GeV 

ΔR(L) = [R(L)-tot]/tot 

ΔL = +13% for 300 GeV  

ΔR = -8%  for 1 TeV  

ΔL = +8% for 1 TeV  

at r=0.3: 
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議論 
• 何故 Left は Right よりも大きいのか?  Topの崩壊粒子の角分布(V-A) 

κb  = b-quark のスピン分解能 = - 0.4 

b  
st  

Favoured decay 

• b-jet の優勢な崩壊方向とtop-jetの半径 

t 

st  

t-jet axis = - t spin = L 

b 
b 

st  

t-jet axis = t spin = R 

t 

(Favoured  configuration) 

 より多くの粒子がtop-jet 

半径の中に入りやすい! 
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 Large probability 

 Low probability 

2014/2/3 22 



結論 

• top-jetの下部構造とtopのスピン、カイラルl構造の関係. 

• pQCD因子化を生成＋崩壊過程に適用. 

• 無偏極トップのスピン状態への分解とヘリシティの導入. 

• ヘリシティ(+/-)に対応するtop-jetの質量分布とenergy profile

を標準理論に基づいて予言. 

 

課題 

• QCD補正 vs. Sudakov再足し上げの効果. 

• Hadronic崩壊過程への応用 (our project) 

• 他のジェット観測量への応用. 
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Extra Slides 
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Top quark and colliders   

• Top production at LHC 

(NNLO QCD + resummation) 

S.Moch’s talk in the Top2010. 

→ 106 events for L= 10[fb-1] 

Millions of Top quarks ! (LHC as top-quark factory) 

• Top-quark observables  

- Mass, life-time, colour and EM charge,  Spin. 

- Chiral structure of top sector effects on spin. 

- Production and Decay process at hadron collider. 

- BSM affects both Production and Decay.  W.Bernreuther,  

J.Phy.G:Nucl.Part.Phys. 35(2008) 083001 
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• FCNC in top decay:   arXiv:1206.0257(ATLAS),CMS PAS TOP-11-028. 

  No Signal. Constraint on Br(t→Zq) < 0.93%(ATLAS), <0.34%(CMS)     

 

• W-boson polarisation in top decay: 1205.2484(ATLAS), 

          sensitive to Wtb vertex structure.   

 

F0 = 0.67±0.07, FL = 0.32±0.04, FR = 0.01±0.05.  V-L is OK, constraint on 
BSM. 

 

• Spin correlation : arXiv:1205.3130 (ATLAS) 

        Ahelicity = 0.40±0.06(stat.)±0.08(syst.)       Consistent with NLO SM. D0 
(3.1σ) 

          → t spin correlation exists 
(5.1σ) 

Chiral structure of top sector 

double spin asymmetry 
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 Boosted top  

• Many BSMs contain heavy particles typically heavier than 1TeV. 

     We call it BSM here and it will produce energetic top quarks. 

Ex) scalar top [SUSY],  KK particle [Extra Dim.] 

LHC[7TeV] 

pp→BSM+X 

         BSM→Top+X 

                     Top→bW 

 

Energetic top =  Boosted top 

Tevatron [2TeV] 
pp→Top+X 

               Top→bW 

Almost Rest top 

• Rest frame analysis doesn’t work well at LHC. 

     Study of spin reconstruction for boosted top is necessary.  

Fitzpatrick,Kaplan,Randall,Wang (2007) 

Agashe,Belyaev,Krupovnickas,Perez, 

Virzi (2008) 
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Problem of Boosted top 

• Because of kinematic effect of special relativity, decay 

products almost collimate each other 

 →  less information for angle distributions. 

b 

e 

t 
ν 

• We have to use other kinematical variables. 

  There are only energies which are left to us.  

→narrow angles 

 What kind of observables which contain 

these energies are sensitive to top spin ???  

Note: No jets definition here  
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• Fierz transformation is key point. 

• Apply for b-quark trace in squared amplitude. 

Re-arrange fermion line(trace)  

= Insertion of Dirac Matrices 

(Iij = Unit Dirac Matrix) 

b-quark line is factorised ! 

             “LO Jet function” 

                   = δ(m2
J – m2

b) 

               (b-Jet = b-quark) 

 

            How about 

            higher order ?? 

final state cut 
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