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1.  ユカワオン前史
-- 荷電レプトン質量公式

1.1 1982年: 荷電レプトン質量公式の誕生
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：

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

予言値: 
当時の実験値：

当時の実験値には合わなかった！



1.21.2 19901990年：元祖ユカワオン模型年：元祖ユカワオン模型

1990年，後の「ユカワオン模型」のプロトタイプとなる模型，

すなわち，湯川結合定数をあるスカラーの真空期待値と考え，

スカラーポテンシャルの極小条件から質量スペクトルを理解しよう

との試みがなされた．
YK,  MPL A5, 2319 (1990)

荷電レプトンの effective Yukawa coupling constants
は

で与えられると仮定．



Nonet hypothesis

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：

（以下に示すように，結論には上記の係数の具体値は影響しない！）

第３項 (nonet仮説を破る項） は

と書けることに注意すれば



従って の3つの固有値が，すべて

互いに異なり，かつ，いずれもゼロでないことを要求するなら，
Φ および 1 の係数は各々ゼロであるべきだから，よって，望みの

荷電レプトンの質量公式(2.5)が得られる．

この公式は群論だけから出てきたのではない！
U(3)対称性 ＋ Nonet 仮説

数学だけでは物理は生まれない！



1.3 1992年：タウ質量の更新

1992年： ARGUS, BES, CLEO 

cf. 

予言値

なぜ，Pole masses に対してそんなによく合うのか？



1.4 2009年：Sumino mechanism

この問題の１つの解決法が，Suminoによって提案された．

[Y.S., PLB 671, 477 (2009); JHEP 0905, 075 (2009)]

の値において， の値からのズレは

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

によってもたらされる．
photon

e       e   

注： Ｋ の値は，質量が

と変化するとき であるならば，不変である．



e        e             g        -g

この打ち消しが正しくなされるためには，

と fermions を assign することが本質的である．

Sumino model の新しい点は以下の点：

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

through

そこで， Suminoは，この photon によるズレを
family gauge bosons の寄与によって打ち消す
というアイディアを提案した．(2009)

7



2.  ユカワオン Q&A
2.1 なぜユカワオンを考えるのか？

標準模型： 湯川結合定数が質量スペクトルと混合の起源
しかし，「基本定数」がそんなに多いはずはない！

ユカワオン模型

• 物質の存在形態から力学的に計算可能な量と考る

Yf (Yukawaons)は fields であり，そのVEVがYf
eff を与える

• ・ 「係数」ではなく「場」なので，量子数の割り当てが可能．
現象論に便利



2.2 Multi-Higgs model では
だめなのか？

「質量」の起源と「質量スペクトルと混合」の起源を

分けて探求したい．当面は前者のみを研究対象とする．

「質量」の起源は当面はHiggsとして深入りはしない．
「質量」の起源の探求： とらえどころのない課題

時代とともに「質量」の概念も変化している

物理学の進展につれて少しずつ明らかになってくる

「質量スペクトル」の探求： いつの時代でも，現実的な研究課題

として歴史的役割を果たしてきた

Higgs には family の足をつけたくない．

Yukawaons は gauge singlets !

GUT シナリオには影響を与えない



2.3 なぜ Yf は３×３にこだわるのか？

「質量スペクトルと混合」は，Yukawa coupling 
constants に一切関係なく，VEVの構造にのみ

起因する！

Quarks and leptons は，

family symmetry G のtriplets と考える．

cf. Froggatt-Nielsen model

Triplet は triplet でなければならず，
2+1 でもなければ， 1 + 1’ + 1” でもない！



2.4  ユカワオンモデルは
何をめざしているのか？

すべての質量スペクトルと混合を基本的すべての質量スペクトルと混合を基本的VEV        VEV        で理解しで理解し

たい！たい！

は理論の基本的パラメターであるという信仰



2.5 なぜ SUSY シナリオとするのか？
• SUSYである必然性は全くない．

• ユカワオンで必要なのは，スカラーのみ．

• あくまで安直にVEV relations を求めるための現象論的手法

SUSY vacuum conditions:

We assume 

Therefore, other conditions                     does not 

affect VEV relations.



3. ユカワオンモデルに
基づく現象論

3.1 最大の売り： Mν を Mu
1/2 と Me で表す！

メインの骨格：

Mν = mD MR
-1 mD

T

mD = Me ← SU(2)L を破らない！

MR = Mu
1/2 Me + Me Mu

1/2   

YK, JPG 35 (2008) 125004;  PLB 665 (2008) 227–230



3.2 クォーク質量行列

荷電レプトン，クォーク質量行列は次のように仮定
（そうなるようにユカワオンの量子数を仮定．）

YK, H.Fusaoka, Z Phys. C71, 459 (1996)



3.3  Numerical results

The observed values:

Xing, et al, PRD 77, 113016 (2010)

このままではMNSは合わない



O(3) model では，fields の順序を
入れ替えた項も登場可能

YK, PLB 680, 76 (2009) 



3.4 How about CKM?

傾向としてはいい線を行っている．
しかし， |Vi3| と |V3i| は大きすぎる．
2パラメターではやっぱり無理？
Down-quark sector は改良が必要．

→ H.Nishiura & YK, PRD 83, 035010 (2011)



Summary of PLB 680 
(2009)



4.  SU(5) compatible 
yukawaon model

4.1 動機
• Yf は gauge singlets → GUT scenario には影響しない

（GUTの長所・短所ともに引き継ぐ）

試しに SU(5) GUT を考えてみるのも悪くはなかろう．

• Sumino’s family gauge symmetry を取り入れたい．

ただし，family U(3) と SU(5) との統一は考えない．

• この機会に，cutoff scale なしのモデルを追求してみたい．



4.2 Ye と Yd の分離

従来のユカワオン模型の would-be Yukawa interactions 

を素直に SU(5)の言葉で書けば

となる．

これでは となってしまう！



を導入

次の形の相互作用を仮定する：

よって D および L は heavy になる．

<Σ2,3> のorigin は当分問わない．

おそらく，Σ3 は Higgs fields の triplet-doublet 
splitting にも関係しているであろう．



4.3 Model without Λ
どうせのことなら Λ なしのモデルを創ろう！



4.4 Neutrino sector

即ち，Yν=Ye を得る．

更に，Majorana neutrino mass term

を仮定する．



4.5  Energy scales
(i) 明らかに

(ii) Neutrino sector からは

(iii) よって，family symmetry U(3) の破れは

Visible scale of Λfam の実現には失敗する.



Evolution of gauge coupling constants
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4.6 SU(5) compatible model の
まとめ

• Matter fields:

• Yukawaons:
It has given a reason for “Ye as a substitute for Yν”

• U(3) can be anomaly free because of the existence of 
yukawaons in the SUSY scenario. c.f. Sumino model

• Comments:
Visible scale of Λfam の実現には失敗する.
How the model is tested?



5.  今後の課題

5.1  How to built a model with visible scale of 
the family symmetry breaking Λfam ?

5.2  Improvement in phenomenology:
How to make |U13|2 large?
How to give more plausible CKM?



5.1 How to built a model with 
visible scale of Λfam ?

• Visible scale of Λfam の実現には失敗した.
• 望むのはthe lowest family gauge boson mass ～ 1TeV 

(Λfam ～ 108 GeV) 
そうすれば LHC での Z’ search に引っかかる

YK, Sumino, Yamanaka, PLB 695, 279 (2011) 
• ヒント：”Yukawaon model with U(3)×O(3) family 

symmetries” (YK, JPG 38, p.085004 (2011), arXiv:1011.1064)

しかし，その場合は，Sumino mechanism を放棄しな

ければならない．



5.2  Improvement in phenomenology 
5.2.1  How to make |U13|2 large?

• 近のT2K実験は

を suggest している．しかるに，yukawaon model では

• なぜ MR = Mu
1/2 Me + Me Mu

1/2   を考えると

がうまく得られたのか？

Mν = (Mu
1/2 Me

-1 + Me
-1 Mu

1/2 ) -1

その原因は次の事実にある：

実験値の変更を期待するなら，quark mass ratio のみ

• あるいは，Me を対角型でないと考える：

YK, Nishiura, arXiv:1106.5202 [hep-ph]:



5.2  Improvement in phenomenology 
5.2.2  How to give more plausible CKM?
• Koide-Fusaoka のCKMでの成功をどう引き継ぐか？

YK and, H.Fusaoka, Z Phys. C71, 459 (1996)

without introducing 
しかしながら，MNSでの成功を考えると，

と考えたい．

あくまで PLB(2009) の路線を貫く場合は，

H.Nisiura-YK, PRD83, 035010 (2011) を参照



5.3 Others

• How to decrease the number of 
yukawaons

• How to accommodate the yukawaon model 
to the Sumino mechanism

• How to embed the charged lepton mass 
formula into the yukawaon model

•



う
「科学」においても「科学技術」においても
「想定外」の発生はいつものことである．
「科学技術」においては「想定外」は
しばしば悲惨な状況を生み出す．
しかし，「科学」においては，「想定外」は
むしろ嬉しい飛躍のきっかけを与える．
LHCにおいても「想定外」が
起こることをぜひ期待したい．

ユカワオンモデルに関心を持って
いただいて，ありがとうございました
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