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Part IPart I
Koide model Koide model とと

U(3) family symmetryU(3) family symmetry
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1 はじめに
(My Stance on the Flavor Physic)

（用語へのこだわり： まあ，どっちでもいいことだけど）
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1.11.1 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

（新しい「質量」の概念は，しばしば質量の研究以外から生まれている）

「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
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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
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1.3 1.3 横軸は横軸は Family Family か？か？ Generation Generation か？か？
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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？

すきにしたら！
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2 1982年：
それはこの質量公式から始まった
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2.1  2.1  どこから思いついたか？どこから思いついたか？

YK,  Lett.Nuov.Cim 34, 201 (1982)
Composite model of quarks and leptons
-- mixing の類推

hi: U(3) family triplet
w: SU(2)L doublet
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• 質量： (coupling constant)2 に比例

xi:  octet part,    x0:  singlet part

の予言値より

を予言

Y K,  LNC 34, 201 (1982); PLB 120, 161 (1983)

(2.1)

(2.2)
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ところで，(2.2) 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．

（補足） Composite system の力学は今日でもまだ確立していな
い．そのような状況の下では，Symmetry に基づく分析は有用

な手段と考える．しかし，それ自身は，基本法則とはなり得なく

（ＱＣＤは例外的），得られた成果は，近似的なものに過ぎない．
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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．
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（参考）（参考）

このときの論文のタイトルは

• LNC:“ Fermion-boson two-body model of quarks and 
leptons and  Cabibbo mixing”

• PLB: “A fermion-boson composite model of quarks 
and leptons”

というものであり，論文の目的は荷電レプトンの質量だけでは

なく，質量と混合の統一的理解を目的としていた．

荷電レプトンの質量スペクトルを「基本」として，そこから

quarks and leptons すべての質量スペクトルおよび混合を

統一的に理解しようとする目的は今日でも私の基本姿勢で

ある．(“Yukawaon model”)
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2.22.2 質量質量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) では合わない

(d) の変換のもとに不変
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(追記）

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！

常に３×３ の Mass matrices を議論すべき．

2×２ の M などは考えない．（摂動論的アプローチは採らない．）

Bilinear form の意義
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3. 1990年：

元祖ユカワオン模型の誕生
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質量スペクトルと混合 in SM: 湯川結合定数 Yf が担う

Symmetry G からのアプローチを採りたい
 G が連続群とするなら

Yf はその対称性を explicitly に破る

Option 1:  G を discrete symmetry と考える．

Option 2:   連続群と考えたいのなら

と考えざるをえない！
Yf ： ３×３成分を持つfields (Yukawaons)

(“Yukawaon” の名称は2009, PRD より．）

3.1   Yukawaon model 3.1   Yukawaon model とは？とは？

(3.1)
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3.2  19903.2  1990年：元祖ユカワオン模型年：元祖ユカワオン模型

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．
“Charged lepton mass sum rule from U(3)-family Higgs potential model”

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．

(3.2)

(3.3)
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NonetNonet hypothesishypothesis

と書く．
（以後， Tr[...] は，簡単のため，単に [...] と書く．）

次の形のポテンシャルを仮定：

第3項は nonet仮説を破る項； SU(3) (octet-octet)x(singlet-singlet) int.
（以下に示すように，結論には上記の係数の具体値は影響しない！）

第３項 (nonet仮説を破る項） は

と書けることに注意すれば

(3.4)
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従って の3つの固有値が，すべて

互いに異なり，かつ，いずれもゼロでないことを要求するなら，
 および 1 の係数は各々ゼロであるべきだから，よって，望みの
荷電レプトンの質量公式(2.3)が得られる．

結論には  の具体的大きさには無関係であることに注意；

どれだけ小さな値でも構わない．ゼロでさえななければよい．

この公式は群論だけから出てきたのではない！

U(3)対称性 ＋ Nonet 仮説の破れ

数学だけからでは物理は生まれない！

(3.5)
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3.33.3 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)ではなく，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．
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4. 1992年：
新タウレプトン質量の報告と

その余波

３つの実験グループが新しいタウレプトンの質量測定結果を報告．
これによって，荷電レプトンの質量公式は新しい段階に入った
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4.1  4.1  新タウレプトン質量値の実験結果報告新タウレプトン質量値の実験結果報告

• 1992年：新しい mの値が報告される：

ARGUS, BES, CLEO (1992)
それまで

予言値は

この新しい観測値の出現により，すでに提案した荷電レプトン

の関係式のもつ意義は大きく変更を受けることとなった．
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4.2  4.2  合いすぎる！合いすぎる！

Charged lepton mass relation

Pole masses:

Running masses: 

なぜ running  masses では合わないか？

--> Sumino model (2009)  
当時の Sumirnov の励まし

「ＱＥＤの補正によるズレなんて気にする必要はない．

そのズレを考慮してもなお，これだけ実験と合うモデルは

注目すべき価値がある．」
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4.34.3 人々の注目度が変わった！？人々の注目度が変わった！？

1992 以前 1992 以後

ほとんど注目されず 大きく注目を集めた

近似的に合う式 驚くべき一致

モデルに基づいて 神秘的

導かれた式 経験公式

単なる近似式 本質論的公式
モデルに基づく

Q&L はやはり
究極の「素」粒子？
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4.44.4 「神秘的な経験公式」との評価「神秘的な経験公式」との評価

しかし，「経験公式」との評価には私は不満
(a)一般に，経験公式はすでに実験値が存在して
いる量に対して提案されるものである．しかるに，
あの公式の提案当時は実験値は存在していなか
った
(b) 私はモデルに基づいてあの公式を導いた！
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U(3) family symmetry からはあの式はでない．
Potential の形は U(3) inv. のすべての項を尽くしていない．

数学だけからは物理は出てこない．
仮説の伴わない「モデル」は存在しない
U(3) sym + (maximal octet - singlet mixing) が重要
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あのシナリオだと，繰り込みによって，
あっという間にあの公式を満たさなくなる．

モデルに基づいて得られた式が，
現象とぴったり一致していたら，
それはそれこそが大問題である！

[解説] 立場の違い
人々： 10-6 で成立するあの公式のことを言っている
私： あの公式そのもののことを言っている

実験値との一致がどうであれ，それは無関心
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4.54.5 現象論をめざす方々へ現象論をめざす方々へ

荷電レプトンの話題から学んだこと

(a)  現象論屋は過度に数値あわせに熱中すべきでない．

(b) それより現象全体の骨格を把握することに力点を置くべき．

(c)  観測値をインプットして数値の予言をするより，

それら物理量の間に成立する関係式の形で予言すべき．

(d)  新しい加速器や観測機が稼働し出したら，もう我々現象論屋

は失業と心得よ．データーの出る前に予言してこそ意義がある．

(e)  「後出しじゃんけん」は，単なる「解釈学」に過ぎない．

少なくとも，まともな現象論屋ならそんなことをすべきでない．

とは言うものの，現象論屋としては，ひとまず数字あわせをやって見せないと
人からは相手にしてもらえない．そこが辛いところ．

(現象論屋＝ Model-building 屋)
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Part IIPart II
Sumino model Sumino model と新しい展開と新しい展開

• Sumino は，他の人々のように，超物理学的なアイディアで，
取り組んだりせずに，場の理論に基づいてごくまっとうな考
察を行った． そこで示唆された方向は flavor physics の

進むべき重要な道となっている
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5.5. 20092009年：年：

Sumino model Sumino model の登場の登場

Y. Sumino,  PLB 671, 477 (2009);
JHEP 05, 075 (2009).

Sumino はあの公式の「超」物理からの再誘導に固執せず，
場の理論の基づく，公式からのズレの問題に目を向けた
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5.15.1 Sumino mechanismSumino mechanism

ズレの原因：

からのズレは，QED correction

における log-term から出てくる：

2009年: Sumino は
(a) U(3) family gauge bosons が存在し，

(b) その質量 Mij が で与えられることによって，

この log-term を打ち消すというモデルを提案した．

Sumino, PLB 671, 477 (2009)
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Sumino’s cancellation mechanism

e             e                     g            -g

打ち消しが正常に行われるためには次のことが必要：

(i)                                         of the U(3) family symmetry
(ii) Masses of the gauge bosons        :
(iii) 打ち消し条件

（注）打ち消しは の項の部分についてだけであり，

依然として は K=2/3 を満たしたまま evolute する．
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（参考）（参考） Sumino model Sumino model の概略の概略

Sumino, JHEP 05, 075 (2009)
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

U(9) model はちょっと複雑，再検討の余地あり
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6. New family gauge boson 
model by Sumino
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6.1  6.1  なぜなぜ family gauge bosons family gauge bosons が必要か？が必要か？

• 標準模型（SM)は rebasing の自由をもっている

もし我々は，観測される quark masses and mixing を見事に

再現する質量行列模型 を見つけたとする．

観測量は 質量 と CKM mixing VCKM のみ

もし，次のように定義される別の質量行列 を考える：

ここで は任意の unitary matrices
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そのとき は

によって対角化される：

このように， は，まったく同一の観測量

を与えることが分かる．

つまり，同一の観測量を与える質量行列モデルは無限個存在

実験で，どのモデルが正しいかを識別することは原理的に不可能

こんな理論が物理理論としてあってよいものか！

FGB を考えるときのみ，Uu と Ud は独立な観測量となれる．

FGB の存在しない理論なんて，理論じゃない！
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6.26.2 SuminoSumino’’s family gauge boson models family gauge boson model

Sumino, PLB 671, 477 (2009)

特色

(i) Me = diagonal な flavor basis で， FGB もまた質量の固有状態

(ii) しかし， Me = diag. basisで，一般には Mu, Md は対角型でない

(iii) 従って なる相互作用は を通して

quark sector にのみ現れる

（厳密に言えば 後述するSumino model の修正版）

(iv) ゲージ結合定数および質量比は free parameter ではない

(v) U(3) の破れのスケールは従来のモデルよりかなり低い

～ 104 TeV
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Sumino model においては family symmetry U(3) は

a scalar  (           ) with 

によってのみ破られる．
(Original Sumino model では U(3)’ は O(3) となっている．）

(6,1) and/or (3, 1) は存在しないかまたは無視できる．

Gauge boson masses:

In the limit of massive B, the masses of A are given by

because of 

.

（注）この scalar 個の交換では U(3) を破ることはできない．
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FGB interactions with fermions: 

（注意） Original Sumino model では を持った

effective current-current interactions が登場する！

これを逃れるためには，lepton sector での U(3) assignment を

変更する必要がある． --> See K-Y model (2012) later
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6.36.3 KoideKoide--Yamashita modelYamashita model

• Original Sumino model で が現れるのは，family 
number の assignment を としたことが原因

• これを避けるため，Koide-Yamashita は an extended Sumino 
model を提案した． [Y.K and T.Yamashita, PLB 711, 384 (7012)]

of U(3) family 

では「打ち消し」のためのマイナス符号はどこから持ち込むか？

--> Inverse mass hierarchy を持った family gauge bosons

because 
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• この目的のためには2つの (3, 3*) scalars and を準備

 mei にのみ寄与

 Mij に dominantly に寄与

and
モデルはやや複雑になる．

FGB interactions with fermions:

特徴： もちろん，No                    interaction!
(a) 相互作用は pure Vector type
(b) Family number の破れは quark mixing のみを

通して現れる． lepton sector では破れはない．
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7. Family gauge boson は
LHC で見えるか？



4545

7.17.1 Sumino Sumino のの speculationspeculation

• Sumino の打ち消しメカニズムは one-loop diagram のみ
にしか成立しないことに注意

- あまりに大きな M に対しては，次の loop での log M が
無視できないほどに効いてくる恐れがある．

Sumino は有効に one-loop での打ち消しメカニズムが働くた
めには，

(7.1)
くらいが適当を推測．

タウレプトン質量の測定誤差があと１桁改良されれば，提案されている
荷電レプトンの公式からのズレが見えてくるはず． (Sumino 談）
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もしそうなら，FGB mass relation 

において n=2 を考えるとき，

(7.2)

と言うことが予想される．

--> さまざまな

新しい物理が

見えてくるはず！

Deviations from 
e-- universality

Direct search
for the light 
FGB at LHC

-e conversion

Rare decays 
with LFV 
but 

但し，  -> e + などは起きない
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7.2  7.2  なぜ軽いなぜ軽いFGBFGBのモデルを考えないのか？のモデルを考えないのか？

Sumino’s FGB 

model は，

従来のFGB model 

に比べて，

このスケールを

かなり下げることに

貢献したのだが．．．

小さなスケールを持ったＦＧＢモデルの最大の障壁は
mixing にある．
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7.37.3 mixingmixing

Effective current-current interactions with           
are given by

where

Note that         satisfy the unitary triangle relation

もし，FGB masses が縮退しているなら，この反応の寄与はゼロと

なることに注意！

(7.3)

(7.4)

(7.5)
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いかにいかに からの制約から逃れるか？からの制約から逃れるか？

• For convenience, we assume

Then we obtain

,

so that we can regard those as   .

Therefore, we obtain

もし，できるだけ mixing からの制限を弱めたいのなら

M11> M22 >M33 なら， M33=Mbb と見なせばよい (K-Y model)

M11< M22 <M33 なら， M11=Mbb と見なせばよい

For more details, see Koide, PLB 736, 499 (2014)

(7.6)

(7.7)

(7.8)

(7.9)
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7.4  The lightest FGB 7.4  The lightest FGB はは LHC LHC で見えるか？で見えるか？

• 可能性は，一番軽いFGBを第3世代のquarks と相互作用を
するGB と見ればよい．

(A)                           (B)

FGB masses    M11> M22 >M33                M11< M22 <M33

Family number   (e,   )                (e,   )
(d,   s,    b)               (b,   s,   d)

or    (b,   d,   s)

Lightest  mass  

for n=2        M33 = 6.4 TeV       M11 = 0.54 TeV

For more details, see YK, PLB 736, 499 (2014)
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Comments on the estimate of FGB massesComments on the estimate of FGB masses
Mij の絶対値を得るためには，どれか１つの Mij を

観測値としてインプットしなければならない．

残念ながら，現在のところ，信頼の置ける数値は存在しない！

(a) mixing

観測値

ＳＭ値

(b) Rare decay 

観測値

ＳＭ値

今のところ観測値とＳＭ値は誤差の範囲で無矛盾
前ページの数値結果は 観測値とＳＭ値のセンター値の差を

FGB effects と見なして，概算したものに過ぎない．

それにも係わらす，(a) からの結論 M11 =0.54 TeV, (b) からの

結論 M11=0.51 TeV がぼぼ同じなのは興味のあること．
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MM1111 ～～ a few TeV a few TeV ならなら LHC LHC で観測可能で観測可能

• Dilepton events

(e+e-) では見えるが (+-)では見えない．
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Part III
そしてこれから
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8. 残された課題と展望
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8.1  8.1  個人的感想個人的感想

(i) 荷電レプトンの質量公式そのものはとても気に入っている．

それは実験値とよく合うからではなく，

シンプルだから（何をやっても同じ式がでてしまう）．

とても示唆に富む

（a) me は小さいけれど無視すべきでない．はじめから

(me, m, m) をセットにして，質量スペクトルを論ずるべき

(b)  あの公式はスケール不変 --> Sumino mechanism
(c)  S3 不変：湯川結語定数の起源が VEV由来であることを強く示唆する

(ii) あの式の評価について最近迷い始めている．

当初は，すでに述べたように，モデルに基づく「近似的な関係」との認識．

しかし，Sumino model の登場以来，意外にあの式は

もっと重要な意味を持つのではないかと思い始めている．

もっと正統な場の理論に基づく地道な考察をすべきように思う．
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8.2  8.2  まとめと残された課題まとめと残された課題

どうやら意味のあるものらしい

荷電レプトンは本当に究極の「素」粒子かも！？

(i) Flavor physics は Me = diagonal の basis で記述されるべき

(me, m, m) は flavor physics にとって基本的パラメター
(a) 基本粒子の質量スペクトルや混合はこの量でもって

記述されるはず

(b) それなら，もう一つ何か基本公式が存在してしかるべき(*)
(c) me は小さい値だが，はじめからそれを含めたシナリオを

考えるべき （摂動論から出てくる量ではない．）

(ii)  U(3) family symmetry は有望な考え --> 
(*)  次ページ参照

(7.1)
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（参考）（参考） 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の scale invariant な次の２つの量：

S3 invariant and Scale invariant 

荷電レプトン質量第2公式についてのモデル

Sumino, JHEP 0905, 075 (2009)

Koide, PLB 687, 219 (2010)
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• 残された課題

(i) あの公式そのものはどのようなシナリオから導かれるか？

(ii) evolution で変形しないためには

(a) Ma が考えたように，SUSY シナリオ？

(b)  そのスケールはかなり低い (?)
(iii)  ポテンシャル V (or W) に対する補正の正しい評価

(iv)  mei() に対する補正を厳密に評価

(v) mei() に質量スペクトルを与えるスカラー i の振る舞
いの考察 （Physical scalars は現れないか？）

(vi) Visible FGB の研究

私見：
質量スペクトルだけを論ずる

時代はすでに終わった．

(i) は当面難しそう

地道にまずは (ii)-(vi) を検討した方がよい

どないしょ
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関心を持って

いただいて

ありがとうございました

荷電レプトンの質量公式は不滅です


