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今回はとことん，この話

で行きます．

タイトルは 「ユカワオン」なのに！

両者はとても密接な関係にあります．
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1. まえおき



1.11.11.11.1 「「「「現象論現象論現象論現象論」」」」とはとはとはとは?
• 「現象論」とは，それが数学的に証明されていないに

もかかわらず，実験・観測に基づいた考察によって，
ある種の関係や考え方を主張すること

（例） Gell-mann, Zwig のののの quark-ace model (1964)

GIM mechanism (1970)

• 「実験値」の説明を目的とするなら，それは「解釈学」であって，

「現象論」ではない
（（（（もちろんもちろんもちろんもちろん「「「「解釈学解釈学解釈学解釈学」」」」そのものもそのものもそのものもそのものも，，，，現象論現象論現象論現象論にににに至至至至るるるるウォーミングアップウォーミングアップウォーミングアップウォーミングアップとしてとしてとしてとして重要重要重要重要））））

• 現象論屋は，複雑に見える現象を整理し，何がそこでの本質
的な骨格であるのかを見いだすことに主力を注ぐべき．いろい
ろな効果（寄与）をすべて考慮して総合的な計算をするのは工
学の世界であり，理学者のやることではない．

• 一口に「現象論」と言っても，いろんなタイプがある．



1.21.21.21.21.21.21.21.2 「「「「質量質量質量質量」」」」ではなくではなくではなくではなく，「，「，「，「質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトル」！」！」！」！「「「「質量質量質量質量」」」」ではなくではなくではなくではなく，「，「，「，「質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトル」！」！」！」！

「質量」の起源の探求

とらえどころのないとらえどころのないとらえどころのないとらえどころのない課題課題課題課題

時代時代時代時代とともにとともにとともにとともに「「「「質量質量質量質量」」」」のののの概念概念概念概念もももも変化変化変化変化しているしているしているしている

物理学物理学物理学物理学のののの進展進展進展進展につれてにつれてにつれてにつれて少少少少しずつしずつしずつしずつ明明明明らかになってくるらかになってくるらかになってくるらかになってくる

「「「「質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトル」」」」のののの探求探求探求探求

いつのいつのいつのいつの時代時代時代時代でもでもでもでも，，，，現実的現実的現実的現実的なななな研究課題研究課題研究課題研究課題としてとしてとしてとして歴史的役割歴史的役割歴史的役割歴史的役割をををを

果果果果たしてきたたしてきたたしてきたたしてきた

Bulmer (- Ryudberg) formula →→→→ Bohr theory
Gell-Mann-Okubo formula →→→→ Quark-ace model



1.3 1.3 質量公式の考え方質量公式の考え方

もしもしもしもしクォーククォーククォーククォークととととレプトンレプトンレプトンレプトンがががが

●●●●究極究極究極究極のののの「「「「素素素素」」」」粒子粒子粒子粒子ならならならなら ●●●● 「「「「複合複合複合複合」」」」粒子粒子粒子粒子ならならならなら

リュードベリーリュードベリーリュードベリーリュードベリー公式公式公式公式のようなのようなのようなのような ハドロンハドロンハドロンハドロンにおけるにおけるにおけるにおけるフレーバーフレーバーフレーバーフレーバー

ものがものがものがものが見見見見つかるはずつかるはずつかるはずつかるはず SU(3)のようなもののようなもののようなもののようなもの（（（（大久保公式大久保公式大久保公式大久保公式

のようなもののようなもののようなもののようなもの））））がががが見見見見つかるはずつかるはずつかるはずつかるはず

厳密厳密厳密厳密なななな，，，，かつかつかつかつ，，，，きれいなきれいなきれいなきれいな規則性規則性規則性規則性 近似的近似的近似的近似的にににに成立成立成立成立するするするする公式公式公式公式

自然自然自然自然のののの基本的法則性基本的法則性基本的法則性基本的法則性にににに起因起因起因起因 物質物質物質物質のののの存在様式存在様式存在様式存在様式のののの反映反映反映反映

荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの質量公式質量公式質量公式質量公式はどちらのはどちらのはどちらのはどちらの立場立場立場立場でででで考考考考えるかえるかえるかえるか？？？？

当初当初当初当初はははは「「「「近似式近似式近似式近似式」」」」とととと考考考考えてえてえてえていたいたいたいた．．．．

Sumino 理論理論理論理論がががが出出出出ててててきたことできたことできたことできたことで，，，，ちょっとちょっとちょっとちょっと迷迷迷迷っているっているっているっている



２２２２．．．．２２２２．．．．荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの
質量公式質量公式質量公式質量公式のののの登場初期登場初期登場初期登場初期質量公式質量公式質量公式質量公式のののの登場初期登場初期登場初期登場初期



2.12.1 荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの質量公式質量公式質量公式質量公式荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの質量公式質量公式質量公式質量公式

1982年 クォークとレプトンの複合模型を念頭に次の式を得る：

(2.1)
YK,  Lett.Nuov.Cim 34, 201 (1982);  PLB 120, 161 (1983)

予言値予言値予言値予言値: 

当時当時当時当時のののの実験値実験値実験値実験値：：：：

10年後年後年後年後：：：：

ARGUS, BES, CLEO (1992)

現在現在現在現在：：：：
(PDG08)

ただしただしただしただし，「，「，「，「よくよくよくよく合合合合うううう」」」」のはのはのはのは，，，，Pole masses にににに対対対対してでありしてでありしてでありしてであり，，，，

Running masses ではないことにではないことにではないことにではないことに注意注意注意注意！！！！ Sumino Model



この公式の特徴

(2.2)

(i) 任意の mei 間の入れ替えについて，K は不変

（S3 対称性）

(ii) 任意のスケール変換

with                       (2.3)

のもとで，K は不変



教訓

• 提案当初は実験値とは全く合わなかった！

いろいろな導き方を努力したが，何をやっても，結局 2/3 という
ファクターになってしまった．

• もしもしもしもし，，，，数値合数値合数値合数値合わせにこだわっていたらわせにこだわっていたらわせにこだわっていたらわせにこだわっていたら，，，，あのあのあのあの公式公式公式公式はははは生生生生まれなかまれなかまれなかまれなか
ったであろうったであろうったであろうったであろう．．．．

現象論屋現象論屋現象論屋現象論屋はははは，，，，数字合数字合数字合数字合わせにわせにわせにわせに熱中熱中熱中熱中すべきでないすべきでないすべきでないすべきでない．．．．

むしろ，理論・モデルのシンプルさを重視すべき

1992年以後： むしろ合いすぎて困ったことになった

Sumirnovのアドバイス

「輻射補正によるズレを考慮しても，まだ，十分実験と合って
いて，考慮に値する公式である」

後述する Sumino mechanism のような考えは採らなかった．



2.22.2 元祖ユカワオン模型元祖ユカワオン模型

1990年年年年

1990年年年年，，，，後後後後のののの「「「「ユカワオンユカワオンユカワオンユカワオン模型模型模型模型」」」」ののののプロトタイププロトタイププロトタイププロトタイプとなるとなるとなるとなる模型模型模型模型，，，，すなすなすなすな

わちわちわちわち，，，，湯川結合定数湯川結合定数湯川結合定数湯川結合定数をあるをあるをあるをあるスカラースカラースカラースカラーのののの真空期待値真空期待値真空期待値真空期待値とととと考考考考ええええ，，，，スカスカスカスカ
ラーポテンシャルラーポテンシャルラーポテンシャルラーポテンシャルのののの極小条件極小条件極小条件極小条件からからからから質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトルをををを理解理解理解理解しようとのしようとのしようとのしようとの
試試試試みがなされたみがなされたみがなされたみがなされた．．．．

YK,  MPL A5, 2319 (1990)

荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの effective Yukawa coupling constants
はははは

でででで与与与与えられるとえられるとえられるとえられると仮定仮定仮定仮定．．．． (2.4)

(2.5)



(2.5)式式式式をををを得得得得るにはるにはるにはるには

と書く．

（以後， Tr[...] は，簡単のため，単に [...] と書く．）

次の形のポテンシャルを仮定：

(2.6)
第３項 (nonet仮説を破る項） は

と書けることに注意すれば



(2.7)

従従従従ってってってって のののの3つのつのつのつの固有値固有値固有値固有値がががが，，，，すべてすべてすべてすべて

互互互互いにいにいにいに異異異異なりなりなりなり，，，，かつかつかつかつ，，，，いずれもいずれもいずれもいずれもゼロゼロゼロゼロでないでないでないでないことをことをことをことを要求要求要求要求するするするするならならならなら，，，，

Φ Φ Φ Φ およびおよびおよびおよび 1 のののの係数係数係数係数はははは各各各各々々々々ゼロゼロゼロゼロであるべきだからであるべきだからであるべきだからであるべきだから，，，，よってよってよってよって，，，，望望望望みのみのみのみの

荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの質量公式質量公式質量公式質量公式(2.5)がががが得得得得られるられるられるられる．．．．



重要
• ポテンシャルポテンシャルポテンシャルポテンシャルのののの係数係数係数係数のののの大大大大きさにはきさにはきさにはきさには無関係無関係無関係無関係にににに公式公式公式公式がががが導導導導かかかか

れたれたれたれた！！！！

（（（（与与与与えたえたえたえた数値数値数値数値がががが重要重要重要重要なのではなくなのではなくなのではなくなのではなく，「，「，「，「形形形形」」」」がががが重要重要重要重要））））

• この関係式は U(3) family symmetry を仮定すること

のみから得られたのではない！

重要な仮定は，「nonet 仮説 + その破れ」

• 物理を数学を用いて整理することは有用であるが，

しかしそれだけでは新しい物理は出てこない！
（例） flavor SU(3) だけからは quark model は出てこない．

Zwig による考察が必要であった．(Zwig, CERN preprint 1964)

なぜなぜなぜなぜ はははは観測観測観測観測されるのにされるのにされるのにされるのに，，，，同同同同じじじじ群論群論群論群論ではではではでは区別区別区別区別ができないはずのができないはずのができないはずのができないはずの

はははは抑制抑制抑制抑制されるのかされるのかされるのかされるのか？？？？



2.3 Froggatt-Nielsen Model との違い

Frogatt-Nielsen model [NPB 147, 277(1979)]

質量スペクトルの起源： あるスカラー θ のVEVに起因する

と置くとき，質量行列 Mij は次のように与えられる：

where
U(1)  charges:

（注意） 質量スペクトルは by hand で与えた U(1) charges に

よって決まる．

c.f. Yukawaon model: 与えられた family symmetry の下での

スカラーポテンシャル の構造によって決まる．



3. Yukawaon modelは何を目ざすか？

タイトルに “supersymmetric yukawaon model” を用いているのは
YK, PRD79, 033009 (2009) が最初．



3.13.1 ユカワオン模型の考え方

標準模型標準模型標準模型標準模型：：：： 湯川結合定数湯川結合定数湯川結合定数湯川結合定数がががが質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトルとととと混合混合混合混合のののの起源起源起源起源

基本定数基本定数基本定数基本定数がそんなにがそんなにがそんなにがそんなに多多多多いはずはないいはずはないいはずはないいはずはない！！！！

ユカワオンユカワオンユカワオンユカワオン模型模型模型模型

• 物質物質物質物質のののの存在形態存在形態存在形態存在形態からからからから力学的力学的力学的力学的にににに計算可能計算可能計算可能計算可能なななな量量量量とととと考考考考るるるる

• Yf (Yukawaons) はははは fields でありでありでありであり，，，，そのそのそのそのVEVががががYf
eff をををを与与与与えるえるえるえる

• Yf はははは３３３３××××３３３３成分成分成分成分をををを持持持持つあるつあるつあるつある family symmetry G のののの一員一員一員一員

• Yf をををを gauge singlets とととと考考考考えるえるえるえる．．．．つまりつまりつまりつまり，，，，photon, weak 
bosons, gluons とはとはとはとは相互作用相互作用相互作用相互作用をしないをしないをしないをしない．．．．

「「「「質量質量質量質量」」」」のののの起源起源起源起源にはにはにはには立立立立ちちちち入入入入らないのでらないのでらないのでらないので，，，，当面当面当面当面，，，，質量質量質量質量のののの起源起源起源起源はははは

「「「「ヒグスヒグスヒグスヒグス粒子粒子粒子粒子」」」」としてとしてとしてとして，，，，計算計算計算計算をををを進進進進めるめるめるめる．．．．

（（（（ヒグスヒグスヒグスヒグスはははは「「「「質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトルとととと混合混合混合混合」」」」にはにはにはには寄与寄与寄与寄与しないとしないとしないとしないと考考考考えるのでえるのでえるのでえるので，，，， flavor のののの量量量量

子数子数子数子数をををを持持持持たないとするたないとするたないとするたないとする．）．）．）．）



3.23.2 基本的仮定基本的仮定

例例例例：：：： O(3) flavor symmetry をををを仮定仮定仮定仮定

would -be Yukawa interactions: 

Yukawaons :  (3 ××××3)S= 1+5 of O(3).
各各各各 をををを他他他他からからからから区別区別区別区別するためにするためにするためにするために U(1)X symmetry をををを仮定仮定仮定仮定

SU(2)L doublet fields are assigned as                 . 

ではではではでは のののの evolution はははは，ＳＭ，ＳＭ，ＳＭ，ＳＭとととと同同同同じじじじ振振振振るるるる舞舞舞舞いをするいをするいをするいをする

(3.1)



3.33.3 VEVVEVスペクトルを得る手順スペクトルを得る手順
(1) O(3) and U(1)X invariant なななな Yf についてのについてのについてのについてのsuperpotential をををを

書書書書きききき下下下下すすすす．．．．

(2) SUSY vacuum conditions                          からからからから，，，，

間間間間のののの VEV relations をををを得得得得るるるる．．．．

(3) すなわちすなわちすなわちすなわち，，，，U(1)X をををを適当適当適当適当にににに割割割割りりりり当当当当てることによりてることによりてることによりてることにより，，，，結果結果結果結果としてとしてとしてとして，，，，

間間間間のののの関係式関係式関係式関係式をををを 得得得得ることがることがることがることができるできるできるできる．．．．

（（（（例例例例））））

(3.2) 

(3.3)



3.43.4 すべての質量スペクトルと混合をすべての質量スペクトルと混合を

基本的基本的VEVVEV で理解したいで理解したい

For an explicit form of the superpotential which lea ds to these 
VEV relations, see Y.K.,  PLB680, 76  (2009).

(3.4)
(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

これらのこれらのこれらのこれらの関係式関係式関係式関係式はははは SUSY vacuum conditions からからからから得得得得られるがられるがられるがられるが，，，，そのもととなるそのもととなるそのもととなるそのもととなる
superpotential はははは by hand でででで与与与与えられたということにえられたということにえられたということにえられたということに注意注意注意注意．．．．．．．．すなわちすなわちすなわちすなわち，，，，これこれこれこれ
らららら都合都合都合都合のよいのよいのよいのよい関係関係関係関係式式式式がががががががが得得得得られるられるられるられるようようようよう，，，，U(1)X charge をををを by hand でででで assign しししし

ているているているている．．．．



通常のシーソータイプのモデルを考える：

(3.9)
但但但但しししし，，，，ディラックディラックディラックディラックおよびおよびおよびおよびマヨラナマヨラナマヨラナマヨラナ質量行列質量行列質量行列質量行列はははは次次次次のようにのようにのようにのように与与与与えられるえられるえられるえられる：：：：

(3.10)

(3.11)
(3.12)
(3.13)

Y.K. PLB 680, 76 (2009) [arXiv:0904.1644  [hep-ph]
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パラメター は up-quark sector に 1つ： au
down-quark sector に２つ： |ad|. αd

Y.K., Phys.Lett. B680, 76 (2009) ( arXiv:0904.1644  [ hep-ph])

（（（（今回今回今回今回はこのはこのはこのはこの話話話話をををを紹介紹介紹介紹介することがすることがすることがすることが目的目的目的目的ではないのでではないのでではないのでではないので，，，，詳細詳細詳細詳細はははは省略省略省略省略するするするする．）．）．）．）



4.4. Sumino modelSumino model の登場の登場！！



4.14.1 Sumino modelSumino model 誕生誕生のの動機動機

このこのこのこの公式公式公式公式はははは，，，，荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの質量質量質量質量のののの実験値実験値実験値実験値（（（（pole masses) にににに
10-5 ののののオーダーオーダーオーダーオーダーでででで合合合合うううう！！！！

しかしながらしかしながらしかしながらしかしながら，，，，質量行列屋質量行列屋質量行列屋質量行列屋がががが言言言言うううう「「「「質量質量質量質量」」」」とはとはとはとは，，，，
“pole masses” のことではなくのことではなくのことではなくのことではなく，，，， “ running masses” のののの
ことであることであることであることである．．．．このこのこのこの公式公式公式公式はははは running masses にににに対対対対してはしてはしてはしては
10-3 ののののオーダーオーダーオーダーオーダーでしかあわないでしかあわないでしかあわないでしかあわない！！！！

このこのこのこの問題問題問題問題はずっとはずっとはずっとはずっと長長長長いいいい間間間間，，，，ナゾナゾナゾナゾのままであったのままであったのままであったのままであった．．．．
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4.24.24.24.2 Sumino mechanismSumino mechanismSumino mechanismSumino mechanism

このこのこのこの問題問題問題問題のののの１１１１つのつのつのつの解決法解決法解決法解決法がががが，，，，最近最近最近最近，，，，Sumino によってによってによってによって
提案提案提案提案されたされたされたされた．．．． [Y.S., PLB 671, 477 (2009); JHEP 0905, 075 (2009)].

のののの値値値値においてにおいてにおいてにおいて，，，， のののの値値値値からのからのからのからのズレズレズレズレはははは

photon によるによるによるによる輻射補正輻射補正輻射補正輻射補正ののののグラフグラフグラフグラフにおけるにおけるにおけるにおける logarithmic term

によってもたらされるによってもたらされるによってもたらされるによってもたらされる．．．．
photon

e         e   

注注注注：：：：ＫＫＫＫのののの値値値値はははは，，，，質量質量質量質量がががが とととと変化変化変化変化するときするときするときするとき

であるならばであるならばであるならばであるならば，，，，Kのののの値値値値はははは不変不変不変不変であるであるであるである．．．．
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e         e                     g          -g

このこのこのこの打打打打ちちちち消消消消しがしがしがしが正正正正しくなされるためにはしくなされるためにはしくなされるためにはしくなされるためには，，，，

とととと fermions をををを assign することがすることがすることがすることが本質的本質的本質的本質的であるであるであるである．．．．

Sumino model のののの新新新新しいしいしいしい点点点点はははは以下以下以下以下のののの点点点点：：：：

• Gauge coupling constant:
• Masses of the gauge bosons       :

through

そこでそこでそこでそこで，，，， Sumino はははは，，，，このこのこのこの photon によるによるによるによるズレズレズレズレをををを
family gauge bosons のののの寄与寄与寄与寄与によってによってによってによって打打打打ちちちち消消消消すすすす
というというというというアイディアアイディアアイディアアイディアをををを提案提案提案提案したしたしたした．．．．(2009)
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4.3 隅野モデル対ユカワオン模型

Sumino model         Yukawaon model

Family Sym.                  Gauge                         Global 
Massless scalars appear

Energy scale                                   GeV              GeV
of the effective theory                                         from neutrino sector

U(3) assignments 
of fermions

Yukawaons Yf 6 of U(3)               8+1 of U(3)  [5+1 of O(3)]
既約表現既約表現既約表現既約表現 可約表見可約表見可約表見可約表見（（（（繰繰繰繰りりりり込込込込みでずれるみでずれるみでずれるみでずれる））））

Ye 

関心 荷電レプトンの質量 Q&L の統一的記述



「荷電レプトンの質量公式」 の考え方

• Yukawaon model
GeV でででで，，，，はじめからはじめからはじめからはじめから K=2/3 からずれたからずれたからずれたからずれた値値値値がががが与与与与ええええ

られるられるられるられる

Evolution のののの結果結果結果結果としてとしてとしてとして，，，，たままたたままたたままたたままた となるとなるとなるとなる

• Sumino model

GeV でででで，，，，K=2/3 がががが与与与与えられるえられるえられるえられる．．．．

Sumino mechanism によりによりによりにより，，，，結果結果結果結果としてとしてとしてとして

がががが成立成立成立成立するするするする．．．．



（補足１） Sumino mechanism が
本当に働いているなら

• 即ち，荷電レプトンの質量のエネルギー依存性が

であるなら，Ｋだけでなく，

もまたもまたもまたもまた，，，，energy-scale-independent 量量量量となるとなるとなるとなる．．．．

• 言言言言いいいい換換換換えればえればえればえれば，，，，K とととと κκκκ のののの値値値値をををを与与与与えるえるえるえるモデルモデルモデルモデルをををを構築構築構築構築すれすれすれすれ

ばばばば，，，，荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトルのののの理論理論理論理論はははは完成完成完成完成するするするする．．．．

Y.Sumino, JHEP 0905, 075 (2009); YK, PLB687, 219 (2 010)



（補足２） Sumino mechanism が
働かないときには

• K のののの値値値値ははははエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー依存依存依存依存

性性性性をををを示示示示すすすす．．．．そのそのそのそのズレズレズレズレをををを

とととと表表表表せばせばせばせば，，，， とととと はははは，，，，

各各各各々々々々エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー依存性依存性依存性依存性をををを示示示示

すがすがすがすが，，，，そのそのそのその比比比比はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど

tanββββ にはにはにはには依存依存依存依存しなしなしなしなくくくく，，，，線形線形線形線形

となるとなるとなるとなる．．．．

このこのこのこの性質性質性質性質はははは，，，，K とととと κκκκ ののののモモモモ

デルデルデルデルをををを構築構築構築構築しようとするときしようとするときしようとするときしようとするとき，，，，

有用有用有用有用なななな情報情報情報情報をををを与与与与えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる．．．．

Relation in the MSSM with tan ββββ=10 and 50



Relation in the MSSM with tan ββββ=10
and Model Y.K. PLB687, 219 (2010)

左端左端左端左端のののの点点点点はははは，，，，pole masses でのでのでのでの値値値値



4.4 Sumino currents とその現象論
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Rare kaon decays からからからから求求求求めためためためた gauge boson mass
mf12 のののの下限値下限値下限値下限値とととと，，，，それによってそれによってそれによってそれによって決決決決まるまるまるまる 他他他他のののの gauge 

boson masses のののの下限値下限値下限値下限値

L～～～～103 TeV TeV TeV TeV とととと考考考考えているのでえているのでえているのでえているので，，，，またまたまたまた，，，， であるのでであるのでであるのでであるので，，，，

これらこれらこれらこれら下限値下限値下限値下限値はほぼはほぼはほぼはほぼ上限値上限値上限値上限値にもにもにもにも近近近近いいいい！！！！

すなわちすなわちすなわちすなわち，，，，我我我我々々々々のののの関心関心関心関心のあるのあるのあるのあるゲージボソンゲージボソンゲージボソンゲージボソン AAAA1111
1111 AAAA1111

2222 はははは，，，，まもなくまもなくまもなくまもなく

そのそのそのその検出検出検出検出がががが可能可能可能可能なななな領域領域領域領域にににに至至至至るとるとるとると思思思思われるわれるわれるわれる．．．．
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• まもなくこのまもなくこのまもなくこのまもなくこのモデルモデルモデルモデルはははは来来来来るべきるべきるべきるべき実験実験実験実験によってによってによってによって，，，，正正正正しいしいしいしい
ことがことがことがことが検証検証検証検証されるかされるかされるかされるか，，，，またはまたはまたはまたは，，，，完全完全完全完全にににに否定否定否定否定されるされるされるされる．．．．

（（（（他他他他ののののモデルモデルモデルモデルとととと違違違違ってってってって，，，，見見見見つからなかったらつからなかったらつからなかったらつからなかったら「「「「もっともっともっともっと heavy 」」」」とととと

言言言言ってってってって逃逃逃逃れることはできないれることはできないれることはできないれることはできない！）！）！）！）

• このこのこのこのモデルモデルモデルモデルでのでのでのでの family numbers はははは charged lepton 
sector でででで定義定義定義定義されているされているされているされている！！！！ i=(1,2,3)=(e,µµµµ,ττττ)

• Rare kaon decay からのからのからのからのゲージボソンゲージボソンゲージボソンゲージボソン質量質量質量質量のののの下限値下限値下限値下限値はははは厳厳厳厳

格格格格にににに受受受受けけけけ取取取取るるるる必要必要必要必要はないはないはないはない．．．．もっともっともっともっと低低低低いいいい可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある．．．．

(e,µµµµ,ττττ) ～～～～ (b,s,d) のののの可能性可能性可能性可能性もももも除外除外除外除外できないできないできないできない．．．．

• 有力有力有力有力なななな検証検証検証検証はははは

at ILC option exp.
e+e- peak without  m+m- at LHC

• もしもしもしもし，，，，実験実験実験実験でででで否定否定否定否定されたらされたらされたらされたら，，，， のののの問題問題問題問題はまたはまたはまたはまた

振振振振りりりり出出出出しにしにしにしに戻戻戻戻るるるる！！！！

See   Y.K, Sumino & Yamanaka, arXive:1007.4739 [hep-ph]
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5. まとめと課題



まとめ

(i) Yukawa coupling constants はははは理論理論理論理論のののの基本定数基本定数基本定数基本定数ではなくではなくではなくではなく，，，，

力学的力学的力学的力学的にににに計算可能計算可能計算可能計算可能のののの量量量量であるべきであるべきであるべきであるべき．．．．

具体的具体的具体的具体的にはにはにはには，，，， はははは によってによってによってによって与与与与えられるとえられるとえられるとえられると考考考考えるえるえるえる．．．．

(ii) SUSY vacuum conditions によってによってによってによって，，，，すべてのすべてのすべてのすべてのユカワオンユカワオンユカワオンユカワオン

ののののＶＥＶＶＥＶＶＥＶＶＥＶのののの間間間間のののの関係式関係式関係式関係式がががが得得得得られるとられるとられるとられると考考考考えるえるえるえる. 
(iii) すべてのすべてのすべてのすべての quark and lepton mass matrices はははは fundamental
VEV matrix にににに関係関係関係関係してしてしてして

記述記述記述記述されるされるされるされる．．．．

(iv)  荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトン質量行列質量行列質量行列質量行列がががが対角型対角型対角型対角型であるであるであるである基底基底基底基底 “ e-basis” はははは

flavor physics においてにおいてにおいてにおいて特別特別特別特別のののの意味意味意味意味をををを持持持持つつつつ．．．．このこのこのこのbasis においてにおいてにおいてにおいて

のみのみのみのみ，，，，quarks and leptons のののの質量行列質量行列質量行列質量行列はははは簡単簡単簡単簡単できれいなできれいなできれいなできれいな法則性法則性法則性法則性

をををを見見見見せるせるせるせる．．．．



しかし，まだ多くの問題点が残っている！

(i) 現在現在現在現在ののののモデルモデルモデルモデルはははは effective theory にににに基基基基づいているづいているづいているづいている.
How can we build a model without      ?
(ii) 沢山沢山沢山沢山ののののユカワオンユカワオンユカワオンユカワオンがががが登場登場登場登場しすぎるしすぎるしすぎるしすぎる！！！！

How can we economize those fields?
(iii) このこのこのこのモデルモデルモデルモデルではではではでは のののの値値値値がががが

本質的役割本質的役割本質的役割本質的役割をををを果果果果たすたすたすたす．．．．

How can we give this spectrum more naturally?
(iv) このこのこのこのモデルモデルモデルモデルではではではでは，，，，VEV関係式関係式関係式関係式をををを得得得得るためにるためにるためにるために，，，，SUSY vacuum
conditions をををを利用利用利用利用したしたしたした．．．．しかししかししかししかし一方一方一方一方，，，，我我我我々々々々はははは SUSY はははは実際実際実際実際にはにはにはには

破破破破れていることをれていることをれていることをれていることを知知知知っているっているっているっている．．．．

How about the effects on our yukawaon relations?



（補足） ユカワオンモデルは
このままではゲージ化できない！

• 沢山沢山沢山沢山ののののユカワオンユカワオンユカワオンユカワオンがががが登場登場登場登場しすぎるしすぎるしすぎるしすぎる！！！！

beta function <0 となるとなるとなるとなる

• 代案: Sumino model を見習う

(a) Yf なしのモデル

(b)                                            と考える．

U(3): Lepton-family symmetry

U(3)’: Quark-family symmetry



（補足）脱有効理論は可能か？

(i) Heavy fermions の導入

ユカワオンモデルユカワオンモデルユカワオンモデルユカワオンモデルではではではでは新新新新しいしいしいしい場場場場はすべてはすべてはすべてはすべて gauge singlets だっただっただっただった

のにのにのにのに，，，，ここでここでここでここで導入導入導入導入したしたしたした E はははは SU(2)L singlet であるがであるがであるがであるが，，，，荷電粒子荷電粒子荷電粒子荷電粒子！！！！

このこのこのこのフェルミオンフェルミオンフェルミオンフェルミオンのののの座席座席座席座席をどうをどうをどうをどう割割割割りりりり当当当当てるかてるかてるかてるか？？？？

(ii)  (2,6) of SU(2) L x U(3)fam のののの導入導入導入導入

但但但但しししし



My Goal （願望）

• Λなしのモデルを創りたい．

• クォークとレプトンの質量と混合を単一つの

だけから統一的に記述したい．

• Sumino model の長所を yukawaon model に
とりいれたい．
• Evolution を正確に計算したい．
• Charged lepton mass spectrum の導出

Thank you

やりたいことが沢山ありすぎる！


