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ユカワオンユカワオンユカワオンユカワオン模型模型模型模型のののの最近最近最近最近のののの進展進展進展進展



基本スタンスについて基本スタンスについて

物理物理物理物理におけるにおけるにおけるにおける謎謎謎謎のののの解明方法解明方法解明方法解明方法
(A) 運動運動運動運動をををを記述記述記述記述するするするする基本土台基本土台基本土台基本土台をををを変変変変えるえるえるえる

（（（（時空時空時空時空のののの次元次元次元次元をををを増増増増やすやすやすやす，，，，点点点点をををを弦弦弦弦にににに変変変変えるえるえるえる，．．，．．，．．，．．））））

(B) 新新新新しいしいしいしい物質物質物質物質をををを導入導入導入導入するするするする

欧米欧米欧米欧米ではではではでは(A)がががが一般的一般的一般的一般的．．．．(B)はははは評判評判評判評判がががが悪悪悪悪いいいい．．．．

湯川湯川湯川湯川によるによるによるによる核力核力核力核力のののの説明説明説明説明のためののためののためののための中間子中間子中間子中間子のののの導入導入導入導入，，，，

小林小林小林小林・・・・益川益川益川益川によるによるによるによるCPのののの破破破破れのれのれのれの説明説明説明説明のためののためののためののための３３３３家族家族家族家族のののの導入導入導入導入，，，，等等等等

主主主主としてとしてとしてとして日本日本日本日本のおのおのおのお家芸家芸家芸家芸
例外例外例外例外：：：： GIM mechanism, Zweig ののののace model, ...

私私私私はははは日本的手法日本的手法日本的手法日本的手法であるであるであるである(B)のののの立場立場立場立場をとるをとるをとるをとる．．．．



このこのこのこの１１１１年年年年，，，，

Sumino model Sumino model Sumino model Sumino model にににに大大大大きなきなきなきなヒントヒントヒントヒントをををを得得得得てててて，，，，

YukawaonYukawaonYukawaonYukawaon model model model model のののの進展進展進展進展とととと補強補強補強補強にににに

努努努努めてきためてきためてきためてきた．
但但但但しししし

Sumino model のののの

「「「「形形形形だけまねてだけまねてだけまねてだけまねて，，，，そのそのそのその心心心心はははは受受受受けけけけ継継継継がずがずがずがず」」」」



Part I 復習復習復習復習 (2010年以前年以前年以前年以前））））

1.1 Charged lepton mass formula
1.2  Yukawaon model 
1.3  Sumino model 

Part II  Sumino model はははは
Yukawaon model にどうにどうにどうにどう刺激刺激刺激刺激をををを与与与与えたかえたかえたかえたか？？？？

2.1  K=2/3 についてのについてのについてのについての考考考考ええええ

2.2  Sumino’s mass relation
2.3  Sumino currents のののの実験的探索実験的探索実験的探索実験的探索

2.4  Family gauge symmetries U(3) x O(3) 

Part III  Yukawaon model のののの問題点問題点問題点問題点

3.1   No visible effects owing to the high scale ΛΛΛΛ
3.2  The model at present is an effective theory
3.3  SUSY or non-SUSY?  That is the problem



Part I Part I 

復習（復習（20102010年以前）年以前）



1.11.11.11.1 Charged lepton massCharged lepton massCharged lepton massCharged lepton mass
formulaformulaformulaformula

It began 
with
a charged 
lepton
mass 
formula.



In 1982, I have speculated a charged lepton mass relation

(1.1.1)
YK,  Lett.Nuov.Cim 34, 201 (1982);  PLB 120, 161 (1983)

Prediction: 
Experimental value ：：：：
Note that the prediction was in poor agreement with  the 
observed tau lepton mass value of  those  days.
Ten years after ：：：：

ARGUS, BES, CLEO (1992)



Pole masses Pole masses vsvs running massesrunning masses

(1.1.2)

The relation (1.2) is satisfied with an accuracy of 10-5

for the observed charged lepton masses (pole masses)

(1.1.3)

However, if we use the running mass values, 
the formula is only valid with an accuracy of 10 -3

for the running masses, for example, at µ µ µ µ = mZ

(1.1.4)



How to derive the formula:How to derive the formula: 1990 1990 
---- Prototype model of a Prototype model of a yukawaonyukawaon model later model later ----

In 1990                              YK,  MPL A5, 2319 (1990)

The Yukawa coupling constant Y e is understood by a 
vacuum expectation value (VEV) of new scalar ΦΦΦΦe of U(3)
8+1: 

We have obtained the mass relation from a minimizin g 
condition of  a scalar potential V for ΦΦΦΦe

(1.1.5)

(1.1.6)



1.2   Yukawaon model

Nature does not want so many fundamental
constants in the physics.
Most of such constants in the current theory will 
be understood from a more basic physics.

Prior to review the Sumino mechanism, I would like to give a short review of



ユカワオン模型を考える動機ユカワオン模型を考える動機
（（（（一種一種一種一種のののの flavon model )

• 湯川結合定数湯川結合定数湯川結合定数湯川結合定数をををを「「「「定数定数定数定数」」」」ではなくではなくではなくではなく，，，，力学量力学量力学量力学量としてとしてとしてとして定式化定式化定式化定式化
したいしたいしたいしたい．．．．

(1.2.1)

• 「「「「質量質量質量質量」」」」のののの起源起源起源起源とととと「「「「質量質量質量質量スペクトルスペクトルスペクトルスペクトル」」」」のののの起源起源起源起源とをとをとをとを切切切切りりりり離離離離しししし
たいたいたいたい．．．． （（（（Higgs はははは標準模型標準模型標準模型標準模型とととと同同同同じじじじ．．．．ただしただしただしただし SUSY.））））

• 標準模型標準模型標準模型標準模型のののの成果成果成果成果はできるだけそっくりはできるだけそっくりはできるだけそっくりはできるだけそっくり受受受受けけけけ継継継継ぎたいぎたいぎたいぎたい．．．．→→→→
ユカワオンユカワオンユカワオンユカワオンはははは gauge singlets

ではではではでは，，，， のののの振振振振るるるる舞舞舞舞いはいはいはいは標準模型標準模型標準模型標準模型とととと全全全全くくくく同同同同じじじじ．．．．

• 各各各各ユカワオンユカワオンユカワオンユカワオンののののVEVをををを基本的基本的基本的基本的ななななユカワオンユカワオンユカワオンユカワオンΦΦΦΦののののVEVかかかか
らららら統一的統一的統一的統一的にににに理解理解理解理解したいしたいしたいしたい．．．．



ユカワオンの性質ユカワオンの性質

(i) Conventional gauge symmetries 

に対して，gauge singlets である．
(ii) Family symmetries の量子数のみを持つ．

(iii) 物質(q&l)との結合定数は極めて小さい：

(iv)  Massive and stable 



こだわりの１点こだわりの１点

Froggatt-Nielsen model はははは Generation 派派派派のののの立場立場立場立場
これにこれにこれにこれに反対反対反対反対してしてしてして，，，，

あくまであくまであくまであくまで Family派派派派のののの立場立場立場立場ででででモデルモデルモデルモデルをををを構築構築構築構築したいしたいしたいしたい．．．．

「「「「Yukawa coupling constants におけるにおけるにおけるにおける階層性階層性階層性階層性」」」」のののの問題問題問題問題はははは，，，，

Generation 派派派派がががが勝手勝手勝手勝手にににに問題問題問題問題とととと考考考考えているたわごとにえているたわごとにえているたわごとにえているたわごとに過過過過ぎないぎないぎないぎない．．．．

そんなそんなそんなそんな問題問題問題問題はもともとはもともとはもともとはもともと存在存在存在存在しないしないしないしない．．．．

Quarks and leptons はははは，，，，family symmetry G のののの
triplets とととと考考考考えるえるえるえる．．．．

Triplet はははは triplet でなければならずでなければならずでなければならずでなければならず，，，，
2+1 でもなければでもなければでもなければでもなければ，，，， 1 + 1’ + 1” でもないでもないでもないでもない！！！！



すべての質量スペクトルと混合をすべての質量スペクトルと混合を
基本的基本的VEVVEV で理解したいで理解したい

(1.2.2)

(1.2.3)

(1.2.4)

(1.2.5)

(1.2.6)



通常のシーソータイプのモデルを考える：

(1.2.7)
但但但但しししし，，，，ディラックディラックディラックディラックおよびおよびおよびおよびマヨラナマヨラナマヨラナマヨラナ質量行列質量行列質量行列質量行列はははは次次次次のようにのようにのようにのように与与与与えられるえられるえられるえられる：：：：

(1.2.8)

(1.2.9)
(1.2.10)
(1.2.11)

Y.K. PLB 680, 76 (2009) [arXiv:0904.1644  [hep-ph]

特色特色特色特色：：：： MDirac = Meののののモデルモデルモデルモデルなのでなのでなのでなので，，，， UMNSのののの構造構造構造構造はははは，，，，

MRのののの構造構造構造構造のみにのみにのみにのみに起因起因起因起因するするするする！！！！

しかもしかもしかもしかも，，，，Mu のののの構造構造構造構造にににに関係関係関係関係してしてしてして！！！！
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1.3 Sumino Mechanism

Why is the charged lepton mass formula (1.1.2) 

so remarkably satisfied with the pole masses? 

Sumino has 

seriously 

taken this 

point .

0 y 10 m



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

The deviation of                      from              is caused by 
a term                          in the radiative cor rection due to 
photon.    He considers that a family symmetry is g auged, 
and  the  logarithmic term due to  photon is exactl y canceled
by that due to family gauge bosons.

photon        new family bosons

e       e               g          -g

14

Therefore, we can obtain 

In the Sumino model, K=2/3 is exactly given at µ=Λ, and then 
we can obtain                                   due to above mechanism



得られた成果を区分すると得られた成果を区分すると

(a) Sumino’s cancellation mechanism:
先述先述先述先述のののの flavor gauge bosons によるによるによるによる cancellation 

mechanism

(b) Sumino mass relation:
質量公式質量公式質量公式質量公式 K=2/3 にににに加加加加えてえてえてえて，，，，新新新新しいしいしいしい独立独立独立独立なななな公式公式公式公式をををを導導導導いたいたいたいた：：：：

(1.3.1)

(c) Sumino currents:
(1.3.2)

のののの current-current interaction がががが現現現現れるれるれるれる！！！！

(d) Sumino model:
K=2/3 の再誘導：family U(9) →U(3)×O(3)



Part II Part II 
Sumino model Sumino model はは

YukawaonYukawaon model model にに
どう刺激を与えたか？どう刺激を与えたか？

Sumino model のののの神髄神髄神髄神髄をををを受受受受けけけけ継継継継ぐことなくぐことなくぐことなくぐことなく，，，，

yukawaon model にににに都合都合都合都合よくよくよくよくマネマネマネマネのできるのできるのできるのできる部分部分部分部分のみのみのみのみ

をををを取取取取りりりり入入入入れたれたれたれた．．．．



2.1 K=2/3 についての考え

Who did want such 

an experimental coincidence!



公式公式公式公式 K=2/3 はははは近似式近似式近似式近似式にににに過過過過ぎないぎないぎないぎない．．．．

一般一般一般一般にはにはにはには のののの値値値値はははは

(2.1.1)
によってによってによってによって evoluteするするするする．
• 実験実験実験実験がががが Kpole = 2/3 であるのはであるのはであるのはであるのは，，，，実験実験実験実験がががが勝手勝手勝手勝手にそんなにそんなにそんなにそんな

値値値値をだしているだけでをだしているだけでをだしているだけでをだしているだけで，，，，こちらでこちらでこちらでこちらで望望望望んだわけではないんだわけではないんだわけではないんだわけではない．．．．

そんなことにそんなことにそんなことにそんなことにマジマジマジマジにににに拘拘拘拘わっているとわっているとわっているとわっていると本質本質本質本質をををを見失見失見失見失うことになるうことになるうことになるうことになる．．．．

むろんむろんむろんむろん，，，，できればできればできればできれば

(2.1.2)

なるなるなるなるモデルモデルモデルモデルをををを構築構築構築構築できるといいのだができるといいのだができるといいのだができるといいのだが．．．．．．．．．．．．

e.g. YK, PLB 681, 68 (2009); PLB 687, 219 (2010)
（（（（実実実実のところのところのところのところ，，，，Sumino mechanism をををを取取取取りりりり入入入入れようかれようかれようかれようか迷迷迷迷っているっているっているっている．）．）．）．）



K K に加えてもう１つパラメターをに加えてもう１つパラメターを
導入すると興味深い導入すると興味深い

(2.1.3)

これによってこれによってこれによってこれによって，，，，２２２２つのつのつのつのパラメターパラメターパラメターパラメター ξξξξ(µµµµ) とととと κκκκ(µµµµ) でででで荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの

質量質量質量質量がががが完全完全完全完全にににに決定決定決定決定されるされるされるされる．．．．いずれも 10-3 ,のオーダーの量．

質量のevolution に対して，ξ(µ) versus κ(µ)は近似的に
線形の関係を示すことも興味深い．

しかもこの線形関係は tanβにほとんど影響しない．
Y.K. PLB687, 219 (2010)



2 2.5

2

2.05

2.1

ξ [10–3]

κ
[1

0–3
]

0

Relation in the MSSM with tan ββββ=10

Running mass values have been quoted from
Z.-z. Xing, et al, PRD 77, 113016 (2008)  

103 GeV 109 GeV
1012 GeV

Pole Mass Case

図図図図はははは Sumino mechanism
がががが働働働働かないとしたかないとしたかないとしたかないとした通常通常通常通常のののの
モデルモデルモデルモデルでのでのでのでのevolution



2.2 Sumino’s mass relation

It is too early to solve 

mass spectra of the

fundamental particles. 

Nevertheless, we cannot

resist the temptation to

search for a mechanism 

of the mass spectra.

Y.K. PLB 687, 219 (2010)



Sumino はははは，，，， 公式公式公式公式 K=2/3 をををを再誘導再誘導再誘導再誘導しただけでなくしただけでなくしただけでなくしただけでなく，，，，

更更更更にににに次次次次のようなのようなのようなのような荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンについてのについてのについてのについての新新新新しいしいしいしい質量公式質量公式質量公式質量公式をををを導導導導

いたいたいたいた．（．（．（．（ がががが成立成立成立成立していることにしていることにしていることにしていることに注意注意注意注意．）．）．）．）
(2.2.1) 

このこのこのこの公式公式公式公式ははははK=2/3 とととと組組組組みみみみ合合合合わせるとわせるとわせるとわせると

(2.2.2)

なるなるなるなる値値値値をををを予言予言予言予言するするするする．．．．実験値実験値実験値実験値はははは
(2.2.3) 

をををを示示示示すすすす．．．．ここでここでここでここでκκκκはははは次次次次のようにのようにのようにのように定義定義定義定義されるされるされるされる．．．．



Sumino のマネをして，Yukawaon model でW の構造をひねって

(2.2.4)

(2.2.5)
with ρ=3/2 なる構造をもつ質量関係式を導いた．

Y.K. PLB 687, 219 (2010)
このモデルは

(2.26)
なるなるなるなる値値値値をををを予言予言予言予言するするするする．．．．

c.f.



Red:  
observed value

ρ=0 : 
Sumino relation

ρ=3/2: 
my relation

左端左端左端左端のののの点群点群点群点群はははは

pole masses
ののののケースケースケースケース

(ξ=0) にににに対応対応対応対応



2.3 Sumino currents の
実験的探索

Y.K, Sumino & Yamanaka, PLB 695, 279 (2011)

Physics must be 
testable by 
experiments.



Experimental test of Experimental test of 
the Sumino gauge bosonsthe Sumino gauge bosons

In the Sumino model, the family gauge currents are given by, 
e.g., , so that effective      

interactions appear.

Sumino gauge bosons can bring fruitful effects in 
TeV region physics, e.g.  

at a future ILC 

(no peak for µµµµ+µµµµ-)   at LHC
For phenomenological aspects of the Sumino model, 
see our recent paper 

Y.K, Sumino & Yamanaka, PLB 695, 279 (2011)
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2.4 Family gauge symmetries
U(3) x O(3) 

There is no reason 

that quarks and 

leptons obey the 

same family 

symmetry. 



SuminoSumino’’s woulds would--be Yukawa be Yukawa intractionintraction

i,j:  SU(3),  α: O(3)

(1)  荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンについてのみのについてのみのについてのみのについてのみのモデルモデルモデルモデルであるであるであるである．．．．

(2)  O(3) はははは family symmetry のののの役割役割役割役割をををを果果果果たしていないたしていないたしていないたしていない．．．．

(3) U(3) についてについてについてについて anomaly free とはなっていないとはなっていないとはなっていないとはなっていない．．．．

(2.4.1)



A model with two family symmetriesA model with two family symmetries
に関心を持つ理由に関心を持つ理由

• Family symmetry is global. → Massless scalars

• Family symmetry is local.
In the yukawaon model, there are many family non-
singlet scalars → burst of Yukawa c.c.

Tow family symmetries を考えることによって
このようなトラブルの起きる可能性を低めたい．

• 以前のモデルでは，ある Yfを他の Yf’から区別するため
に family symmetry に加えて，U(1)X を仮定した．

このことを複数の family symmetries を考えることによって
U(1)X なしのモデルとしたい．



SuminoSumino ’’s U(3)xO(3) model s U(3)xO(3) model をををを参考参考参考参考にににに，，，，をををを参考参考参考参考にににに，，，，

(i) O(3) にも quarks & leptons の family symmetry とし
ての役割を持たせたい．

(ii) Standard model は conventional gauge 
symmetries に対して anomaly free となっている．
それ故，family gauge symmetries に対しても
そうなっていることを要求するしてみる．

(iii) 少なくとも µ=Λ までは, αfは burst しないこと．



具体的には，レプトン・セクターについて次の would-be
Yukawa interactions を仮定する．

• 従って，シーソータイプのニュートリノ質量行列
において，

と与えられることになる．

• クォーク・セクターでは，１つだけ 3* であればよい．

(2.4.2)

(2.4.3)

(2.4.4)

(2.4.5)



The form of            is derived from a 
superpotential for Yukawaons by applying 
SUSY vacuum conditions.

Y.K. PLB 665, 227 (2008); PLB 680, 76 (2009)

As a result, our neutrino mass matrix is given by

where

Note that Mν (Mu) is described only by one 
parameter ξν (au), respectively.

(2.4.6)

(2.4.7)

(2.4.8)



Numerical ResultsNumerical Results
au= - 1.78 predicts reasonable up-quark mass ratios

c.f. 
and 

ξν = 0.01 can give the observed “nearly tribimaximal mixing”

For further details, see Y.K. arXiv:1011.1064 [hep-ph].
Note: if                       is established by experiments,

the present model is ruled out.



U(3)xO(3) model U(3)xO(3) model は何を改善したか？は何を改善したか？
従来従来従来従来ののののユカワオンユカワオンユカワオンユカワオン模型模型模型模型 U(3)xO(3) model

• 各各各各Yf をををを他他他他からからからから区別区別区別区別するためにするためにするためにするために，，，， U(1)X なしでなしでなしでなしでＯＫＯＫＯＫＯＫ

sector charge U(1) Xのののの導入導入導入導入がががが必要必要必要必要 ただしただしただしただし R-charge はははは必要必要必要必要
• Dirac neutrino mass matrix
by hand でででで MD = Me とととと選選選選んだんだんだんだ MD = Me

1/2はははは必然的必然的必然的必然的

• Cutoff scale
ΛΛΛΛ～～～～ 1014 GeV ΛΛΛΛ～～～～ 108 GeV (105 TeV)

Yukawaons はははは観測不能観測不能観測不能観測不能 m(A1
1) ～～～～ 1 TeV 観測可能観測可能観測可能観測可能

（（（（後述後述後述後述：：：： Sec.3.1)
Sumino Model

• ΦΦΦΦがががが利用利用利用利用されていないされていないされていないされていない 前述前述前述前述のごとくのごとくのごとくのごとく，，，，Yνννν としてとしてとしてとして利用利用利用利用

• Anomaly free でないでないでないでない Anomaly free とできるとできるとできるとできる

• Down-quark sector にににに U(3) gauge bosons はははは
∆∆∆∆Nf = 2 のののの相互作用相互作用相互作用相互作用がががが現現現現れるれるれるれる uc のみにのみにのみにのみに couple
Kaon physics からのからのからのからの制限制限制限制限がきついがきついがきついがきつい No ∆∆∆∆Nf = 2 interactions

except for chaged leptons



Part III Part III 

YukawaonYukawaon Model Model の問題点の問題点

3.1   No visible effects owing to the high scale ΛΛΛΛ
3.2  The model at present is an effective theory
3.3  SUSY or non -SUSY?  That is the problem 



3.1   No visible effects 3.1   No visible effects 
owing to the high scale owing to the high scale ΛΛ

今今今今までのまでのまでのまでのモデルモデルモデルモデルではではではでは，，，，ニュートリノニュートリノニュートリノニュートリノ・・・・シーソーシーソーシーソーシーソーをををを与与与与えるためにえるためにえるためにえるために

(3.1.1)

であるからであるからであるからであるから，，，，物質物質物質物質とのとのとのとのeffective coupling consstants はははは

(3.1.2)

となってとなってとなってとなって，，，，Yukawaons のののの実験的検証実験的検証実験的検証実験的検証はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど不可能不可能不可能不可能．．．．

これにこれにこれにこれに対対対対してしてしてして，，，，Sec.2.4 でででで述述述述べたべたべたべた two family symmetries をををを持持持持っっっっ
たたたたモデルモデルモデルモデル

ではではではでは，，，，ΛΛΛΛのののの値値値値をををを低低低低くくくく取取取取れるれるれるれる可能性可能性可能性可能性があるがあるがあるがある！！！！



このこのこのこのモデルモデルモデルモデルではではではでは，，，，ディラックディラックディラックディラック・・・・ニュートリノニュートリノニュートリノニュートリノ質量行列質量行列質量行列質量行列 はははは，，，，

ではなくではなくではなくではなく，，，， でででで与与与与えられるえられるえられるえられる．．．．

即即即即ちちちち，，，，ニュートリノニュートリノニュートリノニュートリノ質量行列質量行列質量行列質量行列はははは次次次次のようにのようにのようにのように与与与与えられるえられるえられるえられる：：：：

一方一方一方一方，，，，荷電荷電荷電荷電レプトンレプトンレプトンレプトンのののの質量質量質量質量はははは次次次次のようにのようにのようにのように与与与与えられるえられるえられるえられる．．．．

結果結果結果結果としてとしてとしてとして，，，，観測値観測値観測値観測値

をををを与与与与えるためにはえるためにはえるためにはえるためには，，，，

であればよいであればよいであればよいであればよい．．．．例例例例えばえばえばえば，，，， ならならならなら



3.2  The model at present is 3.2  The model at present is 
an effective theoryan effective theory

Λ なしのモデルをどのように作るか？
→ heavy fermions をををを導入導入導入導入してしてしてして，，，，シーソーシーソーシーソーシーソー・・・・モデルモデルモデルモデルとするとするとするとする

（（（（2005年年年年５５５５月金沢大学月金沢大学月金沢大学月金沢大学でのでのでのでのセミナーセミナーセミナーセミナー・・・・スライドスライドスライドスライドよりよりよりより））））

しかししかししかししかし，，，，これではこれではこれではこれでは，，，，これこれこれこれ以上以上以上以上 conventional gauge non-singlets のののの

粒子粒子粒子粒子をををを増増増増やさないとのやさないとのやさないとのやさないとの意図意図意図意図にににに反反反反するするするする．．．．



3.3  SUSY or non3.3  SUSY or non--SUSY?  SUSY?  
That is the problemThat is the problem

VEVのののの間間間間のののの関係式関係式関係式関係式をををを求求求求めるにめるにめるにめるに当当当当たってたってたってたって，，，，SUSY真空真空真空真空のののの条件条件条件条件をををを使用使用使用使用してきたしてきたしてきたしてきた．．．．

→→→→ しかししかししかししかし，，，，現実現実現実現実にはにはにはには SUSY はははは破破破破れているれているれているれている．．．．

→→→→ そのそのそのその効果効果効果効果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように結果結果結果結果にににに取取取取りりりり入入入入れるかれるかれるかれるか？？？？

ユカワオンユカワオンユカワオンユカワオンではではではでは SUSY のののの破破破破れはれはれはれは無視無視無視無視できるとできないかできるとできないかできるとできないかできるとできないか？？？？

それともそれともそれともそれとも，，，，もともともともともともともともと SUSYののののシナリオシナリオシナリオシナリオをををを用用用用いたのはいたのはいたのはいたのは，，，，VEV relations をををを簡単簡単簡単簡単にににに
計算計算計算計算するためのするためのするためのするための便宜的便宜的便宜的便宜的なものになものになものになものに過過過過ぎなかったのでぎなかったのでぎなかったのでぎなかったので，，，，本来本来本来本来のののの non-SUSY シナリオシナリオシナリオシナリオ

にににに立立立立ちちちち戻戻戻戻るべきかるべきかるべきかるべきか？？？？ （（（（Yukawaons ににににフェルミオンフェルミオンフェルミオンフェルミオンがががが伴伴伴伴っているっているっているっている必要必要必要必要はなくはなくはなくはなく，，，，

利用利用利用利用するのはするのはするのはするのは，，，，スカラースカラースカラースカラーだけであっただけであっただけであっただけであった．）．）．）．） →→→→ しかししかししかししかし，，，，non-SUSY ではではではでは，，，，今今今今までまでまでまで求求求求
めてきためてきためてきためてきた VEV relations をををを得得得得ることはることはることはることは容易容易容易容易ではないではないではないではない！！！！

（（（（ΘΘΘΘ-field のののの裏技裏技裏技裏技がががが使使使使えないえないえないえない；；；； R-charge保存保存保存保存のののの利用利用利用利用ができないができないができないができない．）．）．）．）

前者前者前者前者をををを望望望望むむむむ場合場合場合場合のののの山下山下山下山下さんのさんのさんのさんのアドバイスアドバイスアドバイスアドバイス

A案案案案：：：： Extra-dimention ののののシナリオシナリオシナリオシナリオにしなさいにしなさいにしなさいにしなさい．．．．

B案案案案：：：： SUSY breaking はははは gauge mediation によってによってによってによって起起起起こるとしなさいこるとしなさいこるとしなさいこるとしなさい．．．．



Thank you for your patience

You can find 

many hints 

for new physics

not only in the 

celestial  topics 

but also in the

terrestrial topics.


