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クォーク・レプトンの質量と混合はクォーク・レプトンの質量と混合は
荷電レプトンの質量だけを荷電レプトンの質量だけを

インプットとしてインプットとして
統一的に理解可能か統一的に理解可能か？？

小出義夫小出義夫（大阪大理）（大阪大理）

第５回 日大理工・益川塾連携 素粒子物理学シンポジウム
（日本大学), 2015年10月25日

Based on arXiv:1510.05370, YK and Hiroyuki Nishiura

まさに夢のような統一質量行列模型ではあるが・・・



22

答：答：

そんな夢のような話そんな夢のような話
実現実現できできるワケがるワケがないない！！

但し，ファミリーに依存しないパラメターの助けを借りれば，可能．＊

Quarks and leptons: triplets of U(3)-family
その triplet 内を区別するさらなる量子数を仮定しない！

＊今年になってそれに気づいた！

YK & H.Nishiura, PRD 91, 116002 (2015)
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今回のトーク今回のトーク：：

たった6個のファミリーに依存しないパラメターでもって，

クォークとニュートリノの質量と混合（ 16個の物理量）を

すべて与えることができる．

特に，PMNS mixing matrix では No Free Parameters!
予言値は，すでに観測されている量にたいしてはすべてよい一致．

まだ観測されていない量については興味ある結果を予言：

meV    （近い将来観測可能な値！）

研究のゴール：

「Family 内の質量スペクトルと混合の起源は単一！」

ということを明らかにすること

この夢のようなモデルは，「Democratic universal seesaw model」を
「Yukawaon model」に引き継ぐことによって生まれた．
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1. What is 1. What is 
the Yukawaon model?the Yukawaon model?
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1.1  1.1  私は依然としてこの式にこだわっています私は依然としてこの式にこだわっています

(i) 我々はすでに CKM mixing や PMNS mixing の存在を知っている．したがって，

quarks や neutrinos で同様な式が成り立つはずがない．これは charged leptons 

における特殊事情である．

=> Flavor physics の基本基底は Me が対角型となる基底である

(ii) この式は U(3) family symmetry に基づいて導かれた

しかし， の観測値は大きな階層的値を示している．

これは従来の手法 symmetry + its small breaking では理解できない．

mei (i=1,2,3) の起源が VEV であるなら，理解可能．

=> 湯川結合定数は「定数」ではなく，effective な量であり，ある
scalars (Yukawaons) のVEV が起源である：

(1982)
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(iii) クォーク・レプトンの質量と混合の起源は共通のただ１つの

原因による：

従って，それら質量と混合は必ず

によって記述可能であるに違いない．

なお， の起源は当面問わない．

荷電レプトンの質量スペクトルは

対称性の段階的破れの手法では理解できない！
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2. What is 2. What is 
the democratic seesaw model?the democratic seesaw model?
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2.1  Democratic Seesaw Model 2.1  Democratic Seesaw Model からのヒントからのヒント
" Top-quark-mass enhancement in a seesaw quark mass matrix"

Y.K and H.Fusaoka, Z.Phys, C71, 459, (1996)
今回の仕事は，上記論文から大きなヒントを得ている．

Model:

特徴： Top quark mass の enhancement は，

seesaw model において det MF = 0
となっていることに原因がある．

は を

与える．

mu と mc だけが supressed されて，

mt はそのまま！

さらに も得る．
（ただし，Y-F model は PMNS の説明には失敗）

For a universal seesaw model,
see, e.g. Sogami et al , PTP(1991)
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2.2  2.2  ユカワオンモデルへの適用ユカワオンモデルへの適用

モデル： U(3)×U(3)' モデル

ところが，欲しいのは

このことを実現するには多少の仮定が必要．

これについては，時間がないので，論文をご覧下さい．
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3.  Numerical results
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3.1  VEV relations3.1  VEV relations

ディラック質量： （シーソー近似を採用）

ニュートリノ質量： （通常のシーソーを考える）

の足は略した．むろん" "や" " も略した．

These VEV relations come from SUSY vacuum conditions.
W: invariant and R charge conserving

How many parameters:
6 family-independent parameters

Dirac neutrino mass matrix
Right-handed Majorana
neutrino mass matrix
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（補足）（補足）
なぜなぜ familyfamily--number dependentnumber dependent なパラメターなパラメター

を荷電レプトンの質量を荷電レプトンの質量 で表せるのか？で表せるのか？

位相パラメター

において， は観測量であるが， は観測量ではない！

このことを利用して， の値を適当に選ぶことにより

を に結びつけることができる．

ただし．そのためには， family-number-independent な

パラメターを２つ必要とする．（従って，パラメター数の増減はない．

の値は，そのパラメターによって一義的に決まる．）

For more details, see YK & HN, PRD 91, 116002 (2105)
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3.23.2 How to fix these parametersHow to fix these parameters

• Up-quark mass ratios   (at                )
実験値：

パラメター値： bu = -1.011
予言値：

• Down-quark mass ratios
実験値： (Xing, et.al.)

(Fusaoka & K)
パラメター値： bd = - 3.3522;   βd = 17.7o

予言値：

• 予言

観測値：

観測値：
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• CKM mixing
観測値：

Input:

予言：
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• PMNS mixing
観測値：

Input: 

予言：

21 meV
観測値：
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4.  Summary
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まとめ

• 湯川結合定数は，「定数」ではなく，

flavons (Yukawaons) のVEV である

• Flavor physicsの基本基底は Me が対角型となる基底である

• Quarks & leptons の質量と混合は，

をもとに，統一的に記述可能

• Family U(3)×U(3)' は，FGB の現象論を考慮すると，

多分，マジにとってよさそう

今後

• もっとパラメターを減らせないか？

• Analytic な関係式を求めたい

• パラメターを消去した物理量（観測量）だけの式を得たい

• FGB の現象論との整合性
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フレーバーの起源について
だんだん光が見えてきました．

もう一息です

ご静聴とご関心ありがとうございました
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BuckupBuckup
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Example of superpotentialExample of superpotential

• を得たい．

に対して

となるように R charge のモデルを構成する．このとき

と書ける．これは以下のVEV 関係式を導く:

むろん，f=u, d ではこのような R charge 関係を満たさないように

モデルを構成する．
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How to match the seesaw model How to match the seesaw model 
to the Yukawaon modelto the Yukawaon model

[仮定１] と とは同じスケール変換を受ける

[仮定2] この変換の下で Mf は不変（となるようにVEVが決まる）

このシナリオにご不満の方々へ

(i) シーソー・シナリオを棄てて，old Yukawaon model へ戻る．

(ii) Yukawaons なしのモデルを構築 (in future)


