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The basic ideas of our theoretical research are based on the assumptions of importance of cosmological
inflation and local supersymmetry in the early universe cosmology. We assumed that dark matter is composed
mainly of heavy gravitino particles and primordial black holes, whereas dark energy can be described by a positive
cosmological constant. We constructed new models of gravity and supergravity, which realized these ideas,
systematically studied those models, both analytically and numerically, and compared our results and predictions
to the observational data of the PLANCK satellite mission.
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