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1. はじめに



1.1 1.1 なぜ質量スペクトルと混合なぜ質量スペクトルと混合

の問題に取り組むか？の問題に取り組むか？

「質量」ではなく，「質量スペクトル」！

「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

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



1.2 1.2 質量公式の考え方質量公式の考え方

もしクォークとレプトンが

●究極の「素」粒子なら ● 「複合」粒子なら

リュードベリー公式のような ハドロンにおけるフレーバー

ものが見つかるはず SU(3)のようなもの（大久保公式

のようなもの）が見つかるはず

厳密な，かつ，きれいな規則性 近似的に成立する公式

自然の基本的法則性に起因 物質の存在様式の反映

荷電レプトンの質量公式はどちらの立場で考えるか？

これからの紹介のなかでこの点に留意して欲しい



2. 1982年：
それはこの質量公式からはじまった



2.12.1 荷電レプトン質量公式の登場荷電レプトン質量公式の登場

Composite model:              mixing の類推より

Y K,  LNC 34, 201 (1982); PRD 28, 252 (1983)

を予言

1982年

(2.1)

の実験値より



where

(2.2)

hi は horizontal symmetry を担う構成子



予言値 は

観測値

とは合わない．

この公式が話題になるのはその10年後である！

ARGUS, BES, CLEO (1992)



ところで，(2.1) から xi を消去すると次の形に書ける

(2.3)
YK, PLB 120, 161 (1983)

一般に Koide formula として引用されるのは， (2.3)式の表現の

もの．



当時，当時，なぜ荷電レプトンなぜ荷電レプトンに注目したかに注目したか？？

クォーク質量値は信用できない

cf.  Fusaoka & YK, PRD57, 3986 (1998)
ニュートリノ質量もオーダーしか当てにならない

信用できるのは荷電レプトンの質量だけだ！

(2.4)
YK, PRL  47, 1241 (1981)

Adjustable parameters を含まなく，Clebsh-Gordan係数だけが

登場する議論をやりたい．

（現象論とは，その特徴をとらえて全体像を記述することであり，

正確な数値あわせを目的とすべきではない．）



2.2 いかによく合うか！

実験値

から を計算

(PDG08)

0.0001%の精度で一致

ただし，「よく合う」のは，Pole masses に対してで

あり， Running masses ではないことに注意！



実験値

しかしながら では実験値を再現できない

me の値はたとえ小さくてもそれは意味を持つ値である！



2.32.3 公式の特徴公式の特徴

(a) が登場する

bi-linear form を示唆

⇒ Seesaw mechanism 

or Radiative mass  
(b) 対称である

⇒ S3 symmetry
(c) Pole masses に対してよく合う

(d) では合わない



3. 1990年：

元祖ユカワオン模型の誕生



3.13.1 U(3) nonet modelU(3) nonet model

1990年
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．



(3.1)
where

(3.2)



V V についての極小条件についての極小条件

(3.3)

(3.4)

従って

(3.5)

(3.6)



(3.5)(3.5)式の別証明式の別証明

と書く．

（以後， Tr[...] は，簡単のため，単に [...] と書く．）

(3.1) の V は次のように書ける．

(3.7)
第３項 (nonet仮説を破る項） は

と書けることに注意すれば



(3.8)
従って

と置けば

よって，望みの荷電レプトンの質量公式が得られる．



3.23.2 この仕事に見る萌芽的アイディアこの仕事に見る萌芽的アイディア

(1) 質量スペクトルのパターンを，Yukawa結合の構造ではなく，

VEVの構造から理解しようとした

(2) 質量スペクトルの起源をtriplet にではなく，

U(3) 8+1 の対角成分 に求めた

(3) ポテンシャルの係数の大きさには無関係に公式が誘導される．

U(3) flavor symmetry + (nonet hypothesis +its violation term)
公式の誘導には，U(3)の仮定より，nonet 仮説が本質的

これはきっと意味のある関係式と確信（実験が出る２年前！）

私自身は現在でもとても気に入っている．その後いくつかこの質量公式に関連し

たモデルを提案したが，むしろ1990年のものが一番シンプルだと感じている．



3.33.3 FroggattFroggatt--NeilsenNeilsen とどこが違うか？とどこが違うか？

Froggatt-Nielsen                YK
NPB147 (1979)           MPLA5 (1990)

Hierarchical               Multiplicative                  Hierarchical
structure of                 structure of                   structure of  
mass spectrum   

with

U(1) chargesを
by hand で与えて

いるので，純現象論

にすぎない



1 2 3

100

102

104

Families (Generations)

M
as

s 
[M

eV
]

e

u
d

c

t

τ
b

s

μ



世代

（Generations）
階層構造が異なる

1st，2nd，・・・
順序が意味を持つ

「対称性」の概念はない

（例）

Froggatt-Nielsen

家族

（Families）
本来は対等

何かの理由で違いが発生

「対称性」を考えてよい

（例）

A4 model, S4 model, ..

横軸を何と呼ぶか？



4. 2006年：
Brannen によるspeculations

2006年になると，Koide formula に関連して，いくつかの経験法則が

提案された．それは，意味のあるものか，単なる偶然の数値の一致か，
未だにその真偽はよく分からない．しかし，少なくとも，新しいモデルの
出現のためのよい刺激となったように思われる．

（注）このSec.4は時間の関係から

実際のトークからは割愛された．



4.1 Brannen‘s speculation その１
[Brannen (2006)]

2006年, Brannen は，ニュートリノ質量もKoideの荷電レプ
トン質量公式と同じ型の式を満たすと主張した:

(4.1)
もちろん，現在のニュートリノ振動の実験だけからは， ニュートリノ質量の各々が

独立には求まらないので，このことが正しいかチェックはできない



一般に, 関係 (2.3) を満たす質量値は次のように表すことがで

きる：

(4.2)

where

(4.3)

(4.4)

そこで, Brannen はさらに次のようなspeculationを行った：

(4.5)



荷電レプトン質量の観測値からは

(4.6)

従って,  Brannen の予想 (4.5)より

(4.7)

それは

(4.8)

を予言する．

c.f. 最近の観測値

(4.9)

ほぼよい一致を与える．



個人的感想

Brannen's first relation (4.1) ：
S3モデルにある種の付加的条件を置くことにより，

説明できる可能性がある．

[YK, hep-ph/0612058, EPJC(2007)]

Brannen's second relation (4.5) ：
対称性から出すのは難しいかもしれない．

そもそも重視すべきかどうか（偶然かどうか）も問題．



3.2  Brannen と Rosen の更なる予想

Brannen (2006)， G.Rosen (2006)

観測値からの値

(4.9)
は

(4.10)
によって与えられる

実際, 値 2/9 は
2/9 rad = 12.732395o (4.11)

を与える．驚くべき一致！偶然か？

個人的感想：
現段階では，(4.10)に真剣に取り組むにはあまりに時期尚早



4.34.3 理論面での進展理論面での進展
2007年には， Ma は離散対称性 Σ(81) に基づく

モデル

(4.12)

を提案し, superpotential から SUSY真空条件を用いて

Koide formula を導くことを，初めて行った．

Ma, PLB649, 277 (2007) [ hep-ph/0612022]



5. 2008年：
Supersymmetric yukawaon model

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



5.15.1 YukawaonsYukawaons とは？とは？

では の evolutionは，ＳＭと同じ振る舞いをする

質量の起源 質量スペクトル・混合の起源

標準模型 ヒグス粒子 湯川結合定数

ユカワオン模型 ヒグス粒子 ユカワオンのVEV

(5.1)



ユカワオンを考える意義ユカワオンを考える意義

• 標準模型においては湯川結合定数(Yf )ij は理論における基本定

数である．基本定数がそんなに多いはずはないので，普通，質量
行列に対称性を課して，それによって Yf の形に制限をつけること

によって，質量行列模型が議論されている．しかし，それでも，最
終的にかなりの数の(Yf )ij が理論の基本定数として残ってしまう．

• ユカワオン模型では，Yf が fields であり，そのVEVがYf
eff を与

えると考えるので， (Yf
eff)ij は理論の基本定数ではなく，理論の

力学構造によって計算可能な量となる．

• Yf を gauge singlets と考えるので，既存のgauge 粒子との

相互作用をtree levelでは考える必要がなく，標準模型での成功を

そのまま引き継ぐことができる．

例えば，SU(2)L を破らずに， mt >> mb などを理解するには，

フレーバーをSU(2)L とは独立な対称性と考えることが現実的．



例： O(3) flavor symmetry を仮定

would-be Yukawa interactions: 

Yukawaons :  (3×3)S= 1+5 of O(3).
各 を他から区別するために U(1)X symmetry を仮定

SU(2)L doublet fields are assigned as                 . 

(5.2)



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 Yf についての

superpotential を書き下す．

(2) SUSY vacuum conditions                          から，

VEV relations を得る．

(3) 結果として，あるセクターの に対して，別のセク

ターの を関係させることができる．

（例）

(5.3) 

(5.4)



5.25.2 ユカワオン模型の応用：ユカワオン模型の応用：

ニュートリノ質量行列ニュートリノ質量行列

2008: Yukawaon model から，次のようなVEV関係式

を得た．

(5.5)

(5.6)
(5.7)

(5.8)
の形にある現象論的な仮定を置くことにより，Mn に

離散対称性を仮定することなく，tribimaximal mixing を与えた．

Y.K., Phys.Lett.  B665, 227 (2008)



この の形は，荷電レプトンの質量行列が対角型となる

ベース（ e-baseと呼ぶ）でのクォーク質量行列を与えることによっ

ても，決まる．このことを利用して，望みの neutrino mixing を与え

るようなクォーク質量行列の模型を見つけることに成功した．

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

（今回はこの話を紹介することが目的ではないので，詳細は省略する．）



5.3 5.3 ユカワオン模型とユカワオン模型と

荷電レプトンの質量スペクトル荷電レプトンの質量スペクトル

質量スペクトルを論ずるために次の２つの量に注目する：

(5.9)

(5.10)

我々が扱っている質量は，pole masses ではなく， running 
masses なので，K の値はもはや K=2/3 ではないことに注意！



(参考)

Input data: Xing et al, PRD77, 113016 (2008)
Case of 

我々が目指すべきは K=2/3 ではなく

with



スペクトルの決定方程式スペクトルの決定方程式

要するに についての３次方程式が求まればよい

(5.11)

これより，根と係数の関係

(5.12)

から

(5.13)

(5.14)

を計算すればよい．



そのような試みは例えば

YK, PLB681, 68 (2009)
になされているが，まだ，納得の行くものではない．

いかにナチュラルに係数 ci の相対比を導くモデルを与えるか

は今後の課題．



6.6. 20092009年：年：

Sumino model Sumino model の登場の登場



6.16.1 Sumino modelSumino model の狙いの狙い

「Koide formula は pole masses によって驚く精度で

成立している点にこそ，問題の鍵がある」

→

(1) gauge flavor symmetry を考える．

(2) Ele.mag. corrections は厳密にこのflavor gauge 
boson の相互作用によって，打ち消されている．

したがって，Koide formula は pole masses によって

満たされる．
Y.Sumino, PLB671, 477 (2009);

JHEP 0905, 075 (2009), arXiv:0903.3640



6.26.2 Sumino modelSumino model の概略の概略

• Symmetry breakings のステップ

Level  1             U(9)

Level  2       U(3) x O(3)

Level  3       U(3)

Level  4      completely broken



• Effective Yukawa interaction at Level 2
(6.1)

(6.2)

(6.3)

この vi は

(6.4)
を満たす．

• （重要） Family gauge bosons が photon とその効果を相殺す
るためには，eL と eR とが，U(3) のそれぞれ 3 と 3* に割り当てら

れていることが必要．



• Potential for        at Level 2

(6.5)

特に
(6.6)

に注目． の近似のもとで

(6.7)

から

(6.8)

を得る．(実験値(pole masses)は ）



• 「Koide formula が pole masses の実験値によって，

驚くべき精度で成立している」という問題に，場の理論
の立場から，真っ正面から取り組んだ最初の試み．

高く評価できる．

• これをきっかけに，今後，重要な展開がなされるもの
と思う．

• しかし，具体的モデルとなると，やや複雑．

もっとシンプルな表現が他にあるのではないか？

特に， の表現が対角型になっていないので，分か
りにくい．

• せっかくのアイディアなので，この立場（模型）から

ニュートリノの質量と混合がどうなるか，知りたいもの．

• 今後の発展を期待したい．



6.36.3 YukawaonYukawaon modelmodel との対比との対比
Yukawaon Model         Sumino model

「荷電レプトンの質量関係は 偶然の一致にしか過ぎない このことは，真剣に考慮すべき

pole massesによって驚く しかし，近似式としては 意義がある．

べき精度で成立している」 意味がある

質量公式に登場する「質量」 running masses                               pole masses        

flavor symmetry                    U(3) , S3 , U(3),O(3)と迷走 U(3) x O(3)

Me (or Ye)                             3 x 3* =  8 + 1                   (3 x 3)S = 6 
の表現 8+1 of U(3) [5+1 of O(3)]                 (3,3) of U(3)xO(3)

関心 quark and lepton                                mass というものの

masses and mixings 理論的構造

（少々合わなくてもよいから （輻射補正・繰り込み

少ないパラメターで， の理論的扱い）

全体像を記述したい）



7. 今後の課題



7.17.1 Sumino model Sumino model の課題の課題
• Sumino model の注目点

(a)  Sumino mechanism: 
family symmetry を gauge symmetry と考えることにより，

「なぜ荷電レプトンの質量公式が pole masses でよく合うか」

に答えた初めてのモデル．

(b)  Sumino’s VEV equation:

これは Koide formula と組み合わせると，荷電レプトンの

３つの質量をほぼ見事に再現する．

（Koide formula は 対称であったが，

Sumino formula は 対称であることに注意）



Sumino model: 今のところ，やや複雑

• Sumino model の引き継ぐべきポイント

(a) eL と eR とを，U(3) のそれぞれ 3 と 3* に割り当て

(b)   Would-mass term は，Koide のように

(8+1) x(8+1) of U(3) [(5+1)x(5+1) of O(3)]
ではなく， (3x3)S = 6 of U(3) となっている．

• これらの特徴を保ちつつもっとシンプルなシナリオはできないか？

(a) が対角型となるような表示での再定式化

(b)  Sumino’s VEV relation の改良：例えば

(c)  別の flavor symmetries の模索

(d)  Masses だけでなく， mixing の問題にも取り組むべき！



7.27.2 Yukawaon model Yukawaon model の今後の今後

• Y の構造を VEV の構造で考えるというのは，今後も探

求する価値のあることと考える．

• しかし，Sumino model の登場により，今までのモデル

は再検討してみる必要がある．

(i) Nonet schem は本当にだめか？

1+8 における繰り込み影響をきちんと計算してみる

SUSY breaking effects をきちんと計算する

(ii) 改良するとすれば？

(a) Flavor symmetry:  
global or gauged?
U(3) or O(3) or U(3)xU(3) ?



(b) Energy scales of the effective theory: もっと低く！

もっとLHCなどで，検出可能な物理を！

(c) K と κ を導くシナリオの再検討

Κ=2/3 のズレと κとは互いに近い値．何か意味があるか？

(d) Neutrino mixings and masses： 離散群の利用？

最近の仕事（Sec.5.2; YK, PLB680, 76 (2009) )をどう発展させるか？

(e) Quark mass matrices, 特に Md の構造と CPの破れ

O(3) では，単一のYukawaonがdown-quark sector に couple すると考
えると，位相が導入できない．U(3)とするか？

(f) GUTのシナリオに乗せれるか？

Yukawaons は gauge singlets なので，基本的にはGUT化可能．しかし，
U(1)X charge assignments を共通にしなければならないので，これまでの

いくつかの成果は放棄しなければならない．



• 特に，Sumino model に歩み寄るべきか，それとも，
Sumino model のYukawaon model 版を考えるか？

すなわち，質量スペクトルの予言は

(A)  Pole masses を念頭に行うべきか？

（Koide relation は厳密に成立する）

(B)                 での予言値とみなす方針を貫くか？

（従って，Koide relation は 10-3 だけ破れるとする）

• Koide relation

pole masses に対して驚くべき精度で一致

• Sumino relation

pole masses では少しずれる．running massesならよい？

（注）Sumino relation は，(6.5)のポテンシャルで の極限として得られる．

従って， の値を適当に調節すれば，むろん数字あわせは可能．



関心を持っていただいたことに感謝します．
今後のますますの発展にご協力ください．



（参考） Tribimaximal Mixing
基本はS3

S3: doublet                  と singlet         を次のように定義：

(A.1)

このとき

(A.2)



すなわち，

荷電レプトンでは が質量の固有状態であるとき，

ニュートリノでは が質量の固有状態であればよい

ただし， mass hierarchy

（または ） を持つこと！

(A.3)

基本はそうであるが，実際に S3 だけでモデルを創ることは難しい．
S3 を含むもっと高い次元の離散群を考えるか，または，別の方法を考える必要がある．


	荷電レプトンの質量公式とその新しい進展
	Contents
	1.1 なぜ質量スペクトルと混合�の問題に取り組むか？
	1.2 質量公式の考え方
	2.1　荷電レプトン質量公式の登場
	当時，なぜ荷電レプトンに注目したか？
	2.3　公式の特徴
	3.1  U(3) nonet model
	V についての極小条件
	(3.5)式の別証明
	3.2　この仕事に見る萌芽的アイディア
	3.3 Froggatt-Neilsen とどこが違うか？
	4.3  理論面での進展
	5.1   Yukawaons とは？
	ユカワオンを考える意義
	VEVスペクトルを得る手順
	5.2 　ユカワオン模型の応用：�　　　　　　　ニュートリノ質量行列
	5.3 　 ユカワオン模型と�荷電レプトンの質量スペクトル
	スペクトルの決定方程式
	6.1  Sumino model の狙い
	6.2  Sumino model の概略
	6.3  Yukawaon model との対比
	7.1  Sumino model の課題
	7.2  Yukawaon model の今後

