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Yukawaon model の夢

観測される quarks と leptons の masses とmixings の

起源はただ１つ．

Input parameters として

荷電レプトンの質量値のみを用いて，統一的に記述したい

（当面， の起源は問わない．それは将来の課題．）

この夢は，現象論的レベルでは，ぼぼ実現できた！

YK and HN, PRD92, 111301(R) (2015)

しかし，理論的レベルでは，まだまだ改良点が残っている．

このトークの流れ

１． 新ユカワオンモデルの brief review

2.   何が問題か？

３． その傾向と対策 （完成された仕事ではなく，従って，その中間報告）
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1.1. 新ユカワオンモデルの
brief review
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1.1  1.1  モデルの道具立てモデルの道具立て

湯川結合定数 --> 有効結合定数（Yukawaons のＶＥＶ）

(i)  Family symmetries: U(3) x U(3)' 

(ii) R charge conservation

これらを満たす superpotential W を与えて，

SUSY vacuum conditions からflavons 間の VEV relations を導く

(iii) Flavor の基本基底では Me は対角型をとる．

(iv) 登場する flavons はすべて３×３ matrix 表示．

それらの VEVは，基本基底では

すべて diagonal or democratic 型で与えられる．

観測されるクォーク・レプトンの質量比と混合の起源はただ１つ．

必ず荷電レプトンの質量比だけで理解できるはず．



55

1.2  VEV relations1.2  VEV relations

• Dirac mass matrices
極めてシンプルな構造

のVEV形は よる

Parameters は and      のみ！ (                    )

(family-number-independent parameters)

は典型的 family-number-dependent parameters

しかし，これらは によって記述される（前回のトーク）
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• Neutrino mass matrix
Conventional neutrino seesaw mass matrix を採用

[注目すべき点] MNS mixing は quark sector および R での

fitting の後は， no free parameter! 既存の観測値とすべて合う

しかも や を予言

• VEV relations         Superpotential        R charge assignment

しかし，R charges の assignment は by hand

その意味では，Yukawaon model はまだ現象論的モデル
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2.2. 何が問題か？
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2.1   Phenomenological success2.1   Phenomenological success

• Parameters
Family number dependent: のみ

Inputs であり，その値の起源は当面問わない

Family number independent:
bu (real), bd (complex), a, b,  R ６個のみ

• Parameter fitting
details は紹介しない．観測値の既知の量はすべてfit できる！

しかも や を予言

このような現象論的成功は，何か意味があるに違いない．

しかし，モデルの理論的構成にはまだまだ不十分なところが多い．

そもそも flavons の数が多い． などなど．

時間をかけて取り組むべき問題点は徐々に改善するとして，

今回は特に気になる問題２つのみについて，議論をする．
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2.22.2 What problem?: Seesaw modelWhat problem?: Seesaw model

の登場は， seesaw-type model を考えたことによる．(New)

このモデルでは bf を hierarchical な値に選ぶことなく

および

がナチュラルに理解できる．

YK and H.Fusaoka, ZPC C71, 459, (1996)
しかし，今回は が存在：

第1項と第2項は独立のはず．

論文(PRD 2015) ではかなり苦しいシナリオを書いた：

これを何とかしたい！
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2.3   2.3   位相についての位相についての AnsatzAnsatz

において

free parameters を節約するために

および

とした．

前者は，それを導くsuperpotential を与えることができる．

しかし，後者は単なる ansatz に過ぎない．

できればそのような ansatz なしのモデルを構築したい．
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３． その傾向と対策
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3.1  Yukawaon model without Yukawaons3.1  Yukawaon model without Yukawaons

•
と の関係をどう結びつけようか？

無理をしないで，モデルをどちらか一方に選べばよい．

• 今のところ， (i) の立場に立って，モデルを探求中

Yukawaons       は存在しない．

これまでのモデルでは に が登場していた．

に相当するものをどう構成するか？

(i) Yukawaons
を放棄して
Seesaw だけでで行く

(ii) Seesaw model 
を放棄して，
Yukawaons で行く
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をどう理解するか？
解決策

(i) はすでに腹案あり．しかし，かなり複雑な機構を必要とする

(ii) は universal form 

をどう導くかが問題？

今のところ，(ii) の方向で，新モデルの探索中

3.2  P3.2  Pff problemproblem

(i)       の構造の変更 (ii)      なしのモデル

flavons の節約になる



14

どないしょ！

まだいろいろ
迷っている

Thank you for
your interest

完成品は，
今回ここで述べた内容とは
大きく異なるかもしれない．

悪しからず．
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BuckupBuckup
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（補足）（補足） 前回の前回の トークよりトークより

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, PRD91, 116002 (2105)
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2.2  Democratic Seesaw Model 2.2  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！

が natural に理解できる．

さらに も得る．
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