
新しい U(3) ファミリーゲージ
相互作用の現象論

小出義夫小出義夫小出義夫小出義夫（（（（大阪大理大阪大理大阪大理大阪大理））））
隅野行成隅野行成隅野行成隅野行成（（（（東北大理東北大理東北大理東北大理））））
山中真人山中真人山中真人山中真人（（（（京産大益川塾京産大益川塾京産大益川塾京産大益川塾））））

日本物理学会秋季大会日本物理学会秋季大会日本物理学会秋季大会日本物理学会秋季大会，，，，九州工業大学九州工業大学九州工業大学九州工業大学，，，，北九州市北九州市北九州市北九州市，，，，2010年年年年９９９９月月月月11日日日日～～～～14日日日日

Based on Y.Koide, Y.Sumino and M.Yamanaka, 
arXiv:1007.4739 [hep -ph]

Photos: SUSY10 at Bonn, Germany



このこのこのこのtalkはははは Yukawaon model ではありませんではありませんではありませんではありません！！！！

Yukawaon Sumino 
Family

symmetry                global                     gauge

Energy scale Λ       Λ       Λ       Λ       ～～～～ 1014 GeV ～～～～ 106 GeV
Effective 

Yukawa     



タイトルタイトルタイトルタイトルのののの「「「「新新新新しいしいしいしい．．．．．．．．」」」」とはとはとはとは？？？？

• Family をををを gauge symmetry とととと考考考考えることえることえることえること?

新新新新しくないしくないしくないしくない! SU(3) gauge:  Yanagida 1979

• Fermion assignment?: not 
but 

新新新新しくないしくないしくないしくない! Appelquist-Bai-Piai 2006

新新新新しいのはしいのはしいのはしいのは「「「「モデルモデルモデルモデル」」」」!

Family gauge symmetry はははは，，，，あるあるあるある必要性必要性必要性必要性によりによりによりにより導入導入導入導入されていてされていてされていてされていて，，，，

結果結果結果結果としてこのとしてこのとしてこのとしてこのモデルモデルモデルモデルではではではでは，，，，gauge coupling constant g f およびおよびおよびおよび

gauge boson mass spectrum ははははフリーパラメターフリーパラメターフリーパラメターフリーパラメターでないでないでないでない！！！！

（（（（後述後述後述後述））））
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１． なぜＳｕｍｉｎｏはファミリー対称性を
ゲージ対称性と考える必要があったか？



そのそのそのその動機動機動機動機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公式質量公式質量公式質量公式(1982)にあるにあるにあるにある：：：：

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！！！！(1992)

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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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

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．．．．

6



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．．．．

さらにさらにさらにさらに次次次次のようなのようなのようなのような制約制約制約制約がががが課課課課されるされるされるされる：：：：

• Gauge coupling constant:
• Masses of the gauge boson masses       :

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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2.  Sumino 
Currents

の特徴
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(3,3) Model vs (3,3*) Model
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Quark-lepton interactions （例）

• i=(e,µµµµ,ττττ) にににに対対対対してしてしてして，，，，i～～～～(d,s,b) をををを仮定仮定仮定仮定するするするする．．．．
• 簡単簡単簡単簡単のためのためのためのため d-s mixing

のみのみのみのみ考慮考慮考慮考慮するするするする．．．．そのときそのときそのときそのとき，，，，d-s currents はははは次次次次のののの形形形形となるとなるとなるとなる：：：：

CP= - 1                       CP= +1                                 CP= +1

注意注意注意注意：：：： 第第第第２２２２項項項項はははは CP= - 1 ではないのでではないのでではないのでではないので，，，，CP保存保存保存保存ののののlimit ではではではでは，，，，

にはにはにはには寄与寄与寄与寄与できないできないできないできない．．．．
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W

3.  Lower bounds of 
gauge boson masses 



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

TeVTeVTeVTeV 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，，，， であるであるであるである

ののののでででで，，，，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

我我我我々々々々はははは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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Muonium-antimuonium conversion
から決めた lower mass bound

• Transition probability
Horikawa and Sasaki (1996) によりによりによりにより

• 現在現在現在現在のののの実験値実験値実験値実験値 Willmann, et al. (1999)
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4.  加速器実験での検出



• LHCでででで をををを持持持持つつつつ反応反応反応反応（（（（例例例例えばえばえばえば

などなどなどなど））））をををを検出検出検出検出することはすることはすることはすることは不可能不可能不可能不可能

• 将来将来将来将来のののの ILC でででで，，，，そのそのそのそのoption としてのとしてのとしてのとしての e-e- collider ならならならなら少少少少しはしはしはしは

期待期待期待期待できるできるできるできる：：：：

このこのこのこの反応反応反応反応はははは eLeR でのみでのみでのみでのみ起起起起こりこりこりこり，，，，eLeL, eReR ではではではでは起起起起こらないこらないこらないこらない.

これがこれがこれがこれが確確確確かめられればかめられればかめられればかめられれば，，，，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反応反応反応反応であることのであることのであることのであることの有力有力有力有力なななな

根拠根拠根拠根拠となるとなるとなるとなる．．．．

15



むしろむしろむしろむしろ一番軽一番軽一番軽一番軽いいいい AAAA1111
1111 をををを探探探探せばよいせばよいせばよいせばよい

• A1
1 のののの質量質量質量質量はははは数数数数 TeV とととと考考考考えるえるえるえる．．．．

• 従従従従ってってってって，，，，LHCにおけるにおけるにおけるにおける Z’ search とととと同同同同じじじじ要領要領要領要領でででで検出可能検出可能検出可能検出可能．．．．

• 特徴特徴特徴特徴（（（（ Z’ とのとのとのとの違違違違いいいい））））
はははは見見見見えるがえるがえるがえるが，，，， はははは見見見見えないえないえないえない

Branching ratio がががが大大大大きいきいきいきい：：：：
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5.  まとめ



• 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格厳格厳格厳格

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  µµµµ+µµµµ−−−− 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！！！！
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Thank you


