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1. はじめに
（自己紹介）



私の専門は「素粒子理論」 （重力は粒子性を示すとは理解していないので，私の
研究対象からは除く．）

1982年，私がこの公式を提案したばっかりに，私の研究分野は「質量と混合」と思

われていることが多い．

私の研究テーマは，「クォークとレプトンの統一理論」であって，「質量と混合」は，そ
れを追求するための１つの手段にしかすぎない．

私は「隠れ composite model屋」であって，本当は，GUTだとか，SUSYだとか

は，全く信じてはいない．ただ，おおっぴらにそれを主張することができないので，
当面は多数派に従っているにすぎない．

どうせ物理はそう簡単に最終ゴールにたどりつくはずがない．

それに現在それなりに有効な役割を果たしている学説は，次の世代の物理になっ
ても，その理論形式だけは必ず新しい物理の中で引き継がれるものである．現在
の確立している理論のもとで物理を追究して行き，その上で問題点を整理して行く
ことが肝要と思われる

初めから新しい理論を想定して，好き勝手なことをやるのは邪道である．



何が得られたら何が得られたら私私は満足か？は満足か？

（例）

Cabibbo mixing |Vus| は
Vus = sinθ=0.2255と与えることに成功した （不満）

であることを導いた （満足）

Adjustable parameters の含まれていないモデルの構築

を行いたい．
（これはあくまで願望であって，実際の仕事ではこんなことは言っておれない．）

（私の口癖）現象論屋は数字合わせに熱中すべきでない．

何が本質的な特徴か，その骨格のみを追求すべき．



最近私の取り組んでいること最近私の取り組んでいること
I.  Supersymmetric yukawaon model

湯川結合は，あるユカワオンと呼ばれる粒子の真空期待値が起源であると考

える立場からのクオークとレプトンの統一模型

e.g. YK, PRD 78, 093006 (2008);   YK, PLB 680, 76 (2009)

II. Related topics stimulated by Sumino model
いわゆる Koide formula について，2009年，隅野による重要な進展があった．

それに刺激されて，yukawaon model の立場からいくつかの問題に取り組みつつ

ある：e.g. YK, PLB 687, 219-224 (2010) ; PRD   (2010).

これら私の最近取り組んでいることについて紹介したい．



その前に

２．２．「質量スペクトル」研究「質量スペクトル」研究
について一言について一言



2.1 2.1 「質量」ではなく，「質量スペクトル」！「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



2.22.2 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



2.32.3 荷電レプトンの質量公式荷電レプトンの質量公式
２つの話題はどうせ下記の荷電レプトンの質量公式に関連する話題なので，

個別の話の前に，先に触れておく．

(2.1)
YK,  Lett.Nuov.Cim 34, 201 (1982);  PLB 120, 161 (1983)

予言値: 
当時の実験値：

10年後：
ARGUS, BES, CLEO (1992)

現在：
(PDG08)

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！ Sumino Model



3. 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．



3.13.1 元祖ユカワオン模型の誕生元祖ユカワオン模型の誕生

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)



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．

(4) 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
（quark model でも，flavor SU(3) だけでは，quarkの考えは出てこない！）

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．



3.23.2 YukawaonsYukawaons とは？とは？

では の evolutionは，ＳＭと同じ振る舞いをす

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

(3.7)

（最近は，もっと低いエネルギースケール
可能性を模索している．）



ユカワオンを考える意義ユカワオンを考える意義

• 標準模型では湯川結合定数(Yf )ij は理論における基本定数

基本定数がそんなに多いはずはない！

• 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．

Higgsは flavorの量子数を持たない．

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： 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                 . 

(3.8)



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，

間の VEV relations を得る．

(3) すなわち，U(1)X を適当に割り当てることにより，結果として，

間の関係式を 得ることができる．

（例）

(3.9) 

(3.10)



3.33.3 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．

(3.11)

(3.12)
(3.13)

(3.14)
の形にある現象論的な仮定を置くことにより，Mν 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，決まる．このことを利用して，望みの neutrino mixing を与え

るクォーク質量行列の模型を見つけることに成功した．

(3.15)

(3.16)

where

(3.17)



パラメター は up-quark sector に 1つ： au
down-quark sector に２つ： |ad|. αd

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．）



3.4 3.4 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：

(3.18)

(3.19)

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 

（ξやκの値は，tanβの値に依存する）

我々が目指すべきは K=2/3 ではなく

with



ξやκの値は，
その各々は
tanβの値に

依存するが，
その両者の関
係は， tanβの

値にあまり
影響を受けず
ほぼ同じ直線
上に乗る！

すなわち，
荷電レプトンの
質量スペクトル
を議論するとき
ξやκの値で
議論すると，便利



4.4. Sumino model Sumino model が今おもしろい！が今おもしろい！

今年に入って，Sumino をネタに，もう２つも論文を書かせてもらっています．

（足を東北大の方に向けて寝ることはできない！ 隅野さんに感謝！感
YK, Phys.Lett. B 687, 219-224 (2010) ,(arXiv:1001.4877 [hep-ph] );
YK, Phys.Rev.D (2010) , (arXiv:1010.0580 [hep-ph]).



4.14.1 Sumino modelSumino model 誕生誕生のの動機動機

「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



得られた成果を区分すると得られた成果を区分すると

• Sumino mechanism:
先述の flavor gauge bosons による cancellation 

mechanism
• Sumino mass relation:

従来から知られている荷電レプトンの質量公式に加えて，

新しい独立な公式を導いた：

(4.1)

• Sumino model
flavor U(9) からスタートして，U(3)×O(3) に至る過程に

おいて，Koide relation and Sumino relation, Sumino
mechanism などを導く具体的モデル．



4.24.2 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
(4.2)

(4.3)

(4.4)

この vi は

(4.5)
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．



4.34.3 SuminoSumino’’s mass relations mass relation
• Potential for        at Level 2

(4.6)

特に
(4.7)

に注目． の近似のもとで

(4.8)

を導く．これより，

(4.9)

を得る．(実験値(pole masses)は



• Sumino mass relation に刺激を受けての仕事は

YK, Phys.Lett. B 687, 219-224 (2010)  [arXiv:1001.4877]
をご覧ください．

Red:  observed value
ρ=0 : Sumino relation
ρ=3/2: my speculation

左端の点群は pole masses
のケース (ξ=0) に対応



4.44.4 Sumino currentsSumino currents
• Sumino mechanism が働くためには

eL と eR とを，U(3) の 3 と 3* に割り当てねばならない

GUTの立場からもこれは有りそうなassignment

c.f.  
通常の family gauge currents:

(4.10)

Sumino currents:
(4.11)

e.g.
(4.12)  



の current-current interaction 
が現れる！

実験的検証の可能性あり！



5. 今後の課題



長所を引き継ぎ，もっとシンプルなモデルを作れぬか？

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

(b) Would-be mass term:  3×3*=(8+1) of U(3) ではなく，

(3x3)S = 6 of U(3) となっている．

Sumino mechanism: マジで受け取るか，それとも

Yukawaon model の従来路線で行くか？

Sumino currents:
(5*, 3)L+(10, 3*)L ではなく，(5*+10,3)L
ΔN=2 の相互作用が現れる：実験的検証の可能性を探る

Sumino mass relation

Δをどう与えるか？

5.1 Sumino model にヒントがあるかも



5.25.2 Yukawaon model Yukawaon model をどう発展させるか？をどう発展させるか？

• 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．

• すでにクォークとレプトンの関係に，ある程度，現象論的成功を得
ている．

(i) Flavor symmetry
global or gauged?
How it is broken?  G1 --> G2 --> ...
What multiplet does         belong to?

(ii) Energy scales of the effective theory and VEVs of 
yukawaons

Λは，Suminoが主張するように，もっと低いかもしれない

(iii) Quark mass matrices のモデルの探求

特に Md の構造と CPの破れ



My Goal （願望）

• Λなしのモデルを創りたい．

• クォークとレプトンの質量と混合を単一つの

だけから統一的に記述したい．

• Λなしのモデルを創りたい．
• クォークとレプトンの質量と混合を単一つの だけから統一

的に記述したい．
• シナリオを地上実験で検証したい．

ユカワオン模型はまだまだいろいろなversionsが考えられ，

発展性に富んだモデルです．
今後も末永くご愛顧をお願いいたします．

やりたいことが沢山ありすぎる！
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