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Part I

•The SM has succeeded to describe a variety of 
particle’s reactions/properties extremely well.

•Some topics in the SM are introduced for later use.

•“Higgs mechanism” is one of the most important 
ingredients in the SM, but I skip this.

• There are many nice references!
This is based on

-T. Kurimoto, Summer school lecture note
-Y. Okada, Summer school lecture note
-W.-M. Yao et al. [PDG], J. Phys. G 33, 1 (2006)

http://pdg.lbl.gov/2007/html/authors_2006.html
http://pdg.lbl.gov/2007/html/authors_2006.html


[NASA/WMAP Science Team]

Introduction
• The standard model has succeeded to 

describe (almost) all phenomena in nature!

• However, we already know that it does not 

explain

- Dark Matter/Dark Energy

- Baryon Asymmetry

- How our universe showed up?

- Why our universe is like this?

Clearly we need New Physics!



• So far, many new physics models such as SUSY, TC, Extra 

Dimension, ... have been proposed as a more fundamental 

theory beyond the SM.

• In general, introducing NP model easily affects 

observables sizably, e.g. “SUSY CP problem”.

• In other words, CP violation in the SM is very small, so 

CP-violating phenomena should be sensitive to NP.

New Physics (NP)

Search for NP by looking at CP-violating phenomena very carefully.



Particle contents of the SM

(one generation consisting of up,down,electron,neutrino) × 3
And Higgs particle is expected to exist.



Gauge interactions

SU(3)c×SU(2)L×U(1)Y→SU(3)c×U(1)EM

In the followin, SU(3)c is not discussed.

U(1)EM

SU(3)c

Broken SU(2)}

i!"µDµ! where Dµ = #µ ! ig2T
aW a ! ig1(Y/2)Bµ



Charges

表 模型に登場する粒子達とその表現

ゲ－ジ模型
最初は簡単のため， 場とゲ－ジ場だけで考え，のこりの物質場はあとで導入する．共変微分

は， の生成子の表現を （例えば二重項に対してはパウリ行列を使って となる），
の演算子を として次のように与えられる；

ここで は ゲ－ジ相互作用， は ゲ－ジ相互作用の結合定数である． 場 の
が であることからラグランジアンは次のようになる；

いま 場のポテンシャル は とすると で最
小値をとり対称性が自発的に破れる．この時 場 が一つだけならば，適当なゲ－ジ変換によっ
て電気的に中性な成分 だけが零でない真空期待値を持つようにできて，かつその値を実数にとれる．

•In the SM, LHF and RHF 

have different interactions, 
so the SM is chiral gauge 
theory.

•EM charge is given by

!L/R =
1! "5

2
!

Q = IW3 +
1
2
Y

In the following, leptons are 
omitted from discussions.



SM Lagrangian (I)
1. Kinetic terms for gauge bosons and scalar:

表 模型に登場する粒子達とその表現

ゲ－ジ模型
最初は簡単のため， 場とゲ－ジ場だけで考え，のこりの物質場はあとで導入する．共変微分

は， の生成子の表現を （例えば二重項に対してはパウリ行列を使って となる），
の演算子を として次のように与えられる；

ここで は ゲ－ジ相互作用， は ゲ－ジ相互作用の結合定数である． 場 の
が であることからラグランジアンは次のようになる；

いま 場のポテンシャル は とすると で最
小値をとり対称性が自発的に破れる．この時 場 が一つだけならば，適当なゲ－ジ変換によっ
て電気的に中性な成分 だけが零でない真空期待値を持つようにできて，かつその値を実数にとれる．

Through EW SSB, W± and Z acquire masses⇒Higgs mechanism



SM Lagrangian (II)
2. Kinetic terms for gauge bosons and scalar:

i!"µDµ! where Dµ = #µ ! ig2T
aW a ! ig1(Y/2)Bµ

qmL =
!

umL

dmL

"
, umR, dmR

For RHF, TaWa term vanishes.



SM Lagrangian (III)
3. Fermion-Fermion-scalar (Yukawa) interaction: 

以上をまとめると
☆ との結合

☆ との結合

☆光子（ ）との結合

これから単位電荷 が で定義される．
次に 場との結合を見る．簡単のため第一世代（ ）だけで考える． 変換の

下で不変かつくりこみ可能な結合は以下とその複素共役だけである；

ここで先ほどの手続きに従って を消し去り， を で置き換えれば対称性が破れた後の
結合が得られる．

ここで であり，これが場 の質量になる． 場 と物質場 との結合が に比例
しているので，実験でこの スカラ－を発見するには重いフェルミオンの関わる反応で探すのが良
いことがわかる．

現象論
ここでは前章で説明した 模型に基づいての現象論の例題をいくつか考える ．

模型のパラメ－タ

模型でのフリ－パラメ－タは，

ゲ－ジ結合定数 ，

ポテンシャルより ，

湯川結合定数 ， ，
これら全てが物理的な量ではなく，クォ－クとレプトンの質量および小林・益川行列要素の内，物
理的な成分だけが意味を持つ．

Through EW SSB, fermions acquire masses⇒Higgs mechanism

where !0 = (v + ")/
!

2 and m = yv/
!

2

LYukawa = ymn
D q0

mL d0
nR!̃ + ymn

U q0
mL u0

nR! + (h.c.)

= ymn
D [(!!)"u0

mL ! (!0)"d0
mL] d0

nR

+ymn
U [(!0)u0

mL + (!!)d0
mL]u0

nR + (h.c.)



Closer look at Yukawa int.

世代混合
と の提唱した，自発的な対称性の破れをともなう ゲ－ジ理論に基

づく模型は現在では実験的に非常に成功したものになっており，これに強い相互作用を ゲ－ジ理
論で記述する量子色力学を加えたものが素粒子の標準模型となっている．第 世代目のクォ－ク，レプ
トンを次のようにあらわし

スカラーとして 二重項一つを導入して以下のようにあらわす：

この時，標準模型に基づいてクォーク，レプトンと ボソンとの結合を求めると，

ここで の記法に従い繰り返す添字については和をとるものとする．ここで現れたクォーク，レ
プトンは との相互作用の固有状態にとっており，必ずしも質量固有状態では無いことを場に の添
字をつけて示している．
クォーク，レプトンは対称性の破れが起こった後に， 場との湯川相互作用を通じて質量を得る．

相対論的不変性とゲージ不変性からは世代の異なる場どうしの結合が禁止されないので，これが一般的
な湯川相互作用となる． に真空期待値 を代入して，クォーク，レプトンの質量行列を得る：

世代数を とすると，これらはいずれも 複素行列であり，双ユニタリー変換で対角化するこ
とでクォーク，レプトンの質量を得る；

ここで現れたユニタリー変換により，クォーク，レプトンの質量固有状態は相互作用の固有状態と次の
関係で結び付くことになる：

これを式 に代入すると

After EWSSB, fermions acquire mass :

By bi-unitary transformation, the mass matrices can be diagonalized.

Mass-eigenstate is related to weak-eigenstate through unitary matrix

世代混合
と の提唱した，自発的な対称性の破れをともなう ゲ－ジ理論に基

づく模型は現在では実験的に非常に成功したものになっており，これに強い相互作用を ゲ－ジ理
論で記述する量子色力学を加えたものが素粒子の標準模型となっている．第 世代目のクォ－ク，レプ
トンを次のようにあらわし

スカラーとして 二重項一つを導入して以下のようにあらわす：

この時，標準模型に基づいてクォーク，レプトンと ボソンとの結合を求めると，

ここで の記法に従い繰り返す添字については和をとるものとする．ここで現れたクォーク，レ
プトンは との相互作用の固有状態にとっており，必ずしも質量固有状態では無いことを場に の添
字をつけて示している．
クォーク，レプトンは対称性の破れが起こった後に， 場との湯川相互作用を通じて質量を得る．

相対論的不変性とゲージ不変性からは世代の異なる場どうしの結合が禁止されないので，これが一般的
な湯川相互作用となる． に真空期待値 を代入して，クォーク，レプトンの質量行列を得る：

世代数を とすると，これらはいずれも 複素行列であり，双ユニタリー変換で対角化するこ
とでクォーク，レプトンの質量を得る；

ここで現れたユニタリー変換により，クォーク，レプトンの質量固有状態は相互作用の固有状態と次の
関係で結び付くことになる：

これを式 に代入すると

世代混合
と の提唱した，自発的な対称性の破れをともなう ゲ－ジ理論に基

づく模型は現在では実験的に非常に成功したものになっており，これに強い相互作用を ゲ－ジ理
論で記述する量子色力学を加えたものが素粒子の標準模型となっている．第 世代目のクォ－ク，レプ
トンを次のようにあらわし

スカラーとして 二重項一つを導入して以下のようにあらわす：

この時，標準模型に基づいてクォーク，レプトンと ボソンとの結合を求めると，

ここで の記法に従い繰り返す添字については和をとるものとする．ここで現れたクォーク，レ
プトンは との相互作用の固有状態にとっており，必ずしも質量固有状態では無いことを場に の添
字をつけて示している．
クォーク，レプトンは対称性の破れが起こった後に， 場との湯川相互作用を通じて質量を得る．

相対論的不変性とゲージ不変性からは世代の異なる場どうしの結合が禁止されないので，これが一般的
な湯川相互作用となる． に真空期待値 を代入して，クォーク，レプトンの質量行列を得る：

世代数を とすると，これらはいずれも 複素行列であり，双ユニタリー変換で対角化するこ
とでクォーク，レプトンの質量を得る；

ここで現れたユニタリー変換により，クォーク，レプトンの質量固有状態は相互作用の固有状態と次の
関係で結び付くことになる：

これを式 に代入すると



Gauge int. in mass-eigenstate
Charged current case:

VCKM: Cabibbo-Kobayashi-Maskawa matrix

LW =
g2!
2
u0

mL!µd0
nLW+

µ + (h.c.)

=
g2!
2
umL!µ(ULUU†

LD)mndnLW+
µ + (h.c.)

=
g2!
2
umL!µ(VCKM)mndnLW+

µ + (h.c.)

VCKM = ULUU†
LD ! VCKMV †

CKM = ULUU†
LDULDU†

LU = 1

Thus, VCKM is unitary, and non-diagonal in general.
Flavor can change in CC with the strength of (VCKM)mn.



Gauge int. in mass-eigenstate
Neutral current case:

• In the SM, flavor changing neutral current (FCNC) is prohibited 
at tree level, hence suppressed in general.

• NP model easily induces FCNC at tree level.

ニュートリノは質量 で縮退しているとみなすなら，世代間でニュートリノをユニタリー変換しても物
理には影響しない．よって ととり，ユニタリー行列 を と書き直し
て以下の相互作用ラグランジアンを得る：

これを見るとレプトンでは世代の量子数が保存されるが，クォークでは， が対角行列にならない
限り，一般には保存されないことがわかる．

ボソン以外のゲージボソンとの結合はどうだろうか．クォ－クとゲ－ジ場との相互作用を与えるラ
グランジアンは以下で与えられる，

ここでそれぞれの は共変微分である．式 に従ってクォーク，レプトンを質量固有状態に
もっていくと，共変微分は世代を区別しないので

となって世代混合はクォークと ボソンとの結合のみに現れることがわかる．これはニュートリノを
質量 としたことと， 左巻き成分を常に 二重項に，右巻き成分を一重項にとり，さら
に両者の数を一致させたためである．

世代混合がおこる， ボソンとクォークの結合を調べてみよう：

ここで現れる世代混合行列 は小林・益川行列とよばれている ．小林・益川行列の持つ物理的に
意味のある自由度を考えてみよう．世代数を とすると は のユニタリ－行列であるので，
その自由度は 個ある．このうち 個はクォ－クの位相の自由度で吸収できる．（全クォ－ク
を同じ位相だけ変化させる分は行列を変化させないので１引かれている．）こうして小林・益川行列の物
理的自由度の数は

で与えられる．このうち世代間の回転の自由度が あるので

だけが小林・益川行列の複素位相になる．理論中の結合定数が場の位相の自由度によって吸収できない
複素位相を持つとその理論では 対称性が破れるので 後の章を参照されたい ，クォ－クが 世代
以上あると の破れの存在が説明できる．これが小林と益川の発見である．では，具体的に

ニュートリノは質量 で縮退しているとみなすなら，世代間でニュートリノをユニタリー変換しても物
理には影響しない．よって ととり，ユニタリー行列 を と書き直し
て以下の相互作用ラグランジアンを得る：

これを見るとレプトンでは世代の量子数が保存されるが，クォークでは， が対角行列にならない
限り，一般には保存されないことがわかる．

ボソン以外のゲージボソンとの結合はどうだろうか．クォ－クとゲ－ジ場との相互作用を与えるラ
グランジアンは以下で与えられる，

ここでそれぞれの は共変微分である．式 に従ってクォーク，レプトンを質量固有状態に
もっていくと，共変微分は世代を区別しないので

となって世代混合はクォークと ボソンとの結合のみに現れることがわかる．これはニュートリノを
質量 としたことと， 左巻き成分を常に 二重項に，右巻き成分を一重項にとり，さら
に両者の数を一致させたためである．

世代混合がおこる， ボソンとクォークの結合を調べてみよう：

ここで現れる世代混合行列 は小林・益川行列とよばれている ．小林・益川行列の持つ物理的に
意味のある自由度を考えてみよう．世代数を とすると は のユニタリ－行列であるので，
その自由度は 個ある．このうち 個はクォ－クの位相の自由度で吸収できる．（全クォ－ク
を同じ位相だけ変化させる分は行列を変化させないので１引かれている．）こうして小林・益川行列の物
理的自由度の数は

で与えられる．このうち世代間の回転の自由度が あるので

だけが小林・益川行列の複素位相になる．理論中の結合定数が場の位相の自由度によって吸収できない
複素位相を持つとその理論では 対称性が破れるので 後の章を参照されたい ，クォ－クが 世代
以上あると の破れの存在が説明できる．これが小林と益川の発見である．では，具体的に

Off-diagonal part : charged current
Diagonal part      : neutral current

VCKM only appears in off-diagonal part (CC).



Parity transformation (P)

ルミオンである． 後で述べる荷電共役変換に対して不変なフェルミオンで質量をもつものを考えること
ができ，これは フェルミオンとよばれる．定義より フェルミオンは中性でなけれ
ばならない． フェルミオンは二つの縮退した フェルミオンから成るととらえることも
できる． フェルミオンの存在はニュートリノ物理を考える際に重要となる．

座標の空間成分の反転 パリティ を考える フェルミオン場のラグラン
ジアンは

空間反転によるフェルミオン場の変換を以下で定義する：

ラグランジアンの運動項が空間反転不変であることを要請すると

これから という条件が得られ，

となる．ここで は絶対値 の位相因子である．
空間反転をフェルミオンの成分で見てみると，

が入れ替わる． つの フェルミオン場だけでは片方の成分しかないので入れ替わるべき相手
がないので空間反転対称性は成立しない．実際に 場のラグランジアンの運動項を変換すると

となって不変ではない．空間反転のパートナーが存在してこそパリティ不変でありうる．標準模型では
ニュートリノの右巻き成分が存在しないことと相互作用が右巻き成分と左巻き成分に非対称に働くこと
からパリティ不変性が破れている．

次に の反転 荷電共役変換 を考えよう．ここで とよぶのは普通の電荷だけでなくバ
リオン数，レプトン数，ストレンジネスその他も含む，より一般的な量子数と考える．一般に
は 少くとも近似的に 保存量として扱われる． さもないと を考える意味が無い． の
定理により保存量と対称性の間に関係があり，数学的には は対応する変換のなす群の

同時に対角化できる生成子でつくられる最大の組のなす代数 の固有値として定義できる．
アイソスピンを例にすると の内 を対角的にとれば，その固有値が の一種となる．
場 を考え，それが を持つとする．これは考えている系において

ルミオンである． 後で述べる荷電共役変換に対して不変なフェルミオンで質量をもつものを考えること
ができ，これは フェルミオンとよばれる．定義より フェルミオンは中性でなけれ
ばならない． フェルミオンは二つの縮退した フェルミオンから成るととらえることも
できる． フェルミオンの存在はニュートリノ物理を考える際に重要となる．

座標の空間成分の反転 パリティ を考える フェルミオン場のラグラン
ジアンは

空間反転によるフェルミオン場の変換を以下で定義する：

ラグランジアンの運動項が空間反転不変であることを要請すると

これから という条件が得られ，

となる．ここで は絶対値 の位相因子である．
空間反転をフェルミオンの成分で見てみると，

が入れ替わる． つの フェルミオン場だけでは片方の成分しかないので入れ替わるべき相手
がないので空間反転対称性は成立しない．実際に 場のラグランジアンの運動項を変換すると

となって不変ではない．空間反転のパートナーが存在してこそパリティ不変でありうる．標準模型では
ニュートリノの右巻き成分が存在しないことと相互作用が右巻き成分と左巻き成分に非対称に働くこと
からパリティ不変性が破れている．

次に の反転 荷電共役変換 を考えよう．ここで とよぶのは普通の電荷だけでなくバ
リオン数，レプトン数，ストレンジネスその他も含む，より一般的な量子数と考える．一般に
は 少くとも近似的に 保存量として扱われる． さもないと を考える意味が無い． の
定理により保存量と対称性の間に関係があり，数学的には は対応する変換のなす群の

同時に対角化できる生成子でつくられる最大の組のなす代数 の固有値として定義できる．
アイソスピンを例にすると の内 を対角的にとれば，その固有値が の一種となる．
場 を考え，それが を持つとする．これは考えている系において

ルミオンである． 後で述べる荷電共役変換に対して不変なフェルミオンで質量をもつものを考えること
ができ，これは フェルミオンとよばれる．定義より フェルミオンは中性でなけれ
ばならない． フェルミオンは二つの縮退した フェルミオンから成るととらえることも
できる． フェルミオンの存在はニュートリノ物理を考える際に重要となる．

座標の空間成分の反転 パリティ を考える フェルミオン場のラグラン
ジアンは

空間反転によるフェルミオン場の変換を以下で定義する：

ラグランジアンの運動項が空間反転不変であることを要請すると
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BTW

  Since SM is chiral theory, P-symmetry is violated.



Charge conjugation (C)
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Kinetic term                              is invariant under C.
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CP transformation
What happens if making C and then P transformations?
  kinetic term:

The SM looks invariant under C and P transformation.
But this is not the case as you see soon.

ゲージ場の荷電共役変換をみてみよう．ゲージ場とフェルミオン場とのラグランジアンは

はゲージ結合定数， はゲージ群の生成子である．このラグランジアンに荷電共役変換をほどこす：

ラグランジアンが荷電共役不変であるには

であればよい．ただしこの時の生成子 としては が対角的になっている表現を用
いなければならない．なぜそうする必要があるかを例を挙げて示してみよう． ゲージ理論で３次
元表現のフェルミオンを導入し，生成子として

の表現をとったとする．この時，式 をそのまま用いると

すなわち ．ところが２次元表現のフェルミオンの場合は， なので

となって矛盾が生じる．もともと とすることで の反転を行ったのだから，場は
の固有状態でなければならないのに，上の３次元表現の例ではフェルミオンが固有状態になっていなかっ
た どの生成子も対角的でない ．にもかかわらず式 をそのまま適用したことが矛盾の原因である．

と を同時にほどこす 変換を考えてみる．これは つの 場に対しても運動項は以下の
ように不変になっている

ゲージ相互作用はどうであろうか，

となって不変である．よって 変換まで考えれば 場だけの理論もゲージ相互作用まで含めて対
称性が成立する．
ここでフェルミオン の の下での変換を以下にまとめておく． 簡単のため位相因
子はすべて としてある． ：



CP transformation (cont’d)
What happens if making C and then P transformations?
•Neutral current terms are invariant under CP.
•Charged current term:

- If VCKM has physical complex phase, CP could be violated.
- It can be proved that N×N unitary matrix has

                     physical phases. 

-N=3 (# of generations) is the minimum number for a theory 
to have CP violation!

LW =
g2!
2
umL!µ(VCKM)mndnLW+

µ +
g2!
2
dmL!µ(V †

CKM)mnunLW!
µ

CP""#
g2!
2
umL!µ(VCKM)"mndnLW+

µ +
g2!
2
dmL!µ(V †

CKM)"mnunLW!
µ

(N ! 1)(N ! 2)
2



VCKM matrix
The matrix can be parameterised by 3 mixing angles and 1 phase as

11. CKM quark-mixing matrix 1

11. THE CKM QUARK-MIXING MATRIX
Written January 2006 by A. Ceccucci (CERN), Z. Ligeti (LBNL), and Y. Sakai (KEK).

11.1. Introduction

The masses and mixings of quarks have a common origin in the Standard Model (SM).
They arise from the Yukawa interactions with the Higgs condensate,

LY = !Y d
ij QI

Li ! dI
Rj ! Y u

ij QI
Li " !!uI

Rj + h.c., (11.1)

where Y u,d are 3" 3 complex matrices, ! is the Higgs field, i, j are generation labels, and
" is the 2 " 2 antisymmetric tensor. QI

L are left handed quark doublets, and dI
R and uI

R
are right handed down- and up-type quark singlets, respectively, in the weak-eigenstate
basis. When ! acquires a vacuum expectation value, #!$ = (0, v/

%
2), Eq. (11.1) yields

mass terms for the quarks. The physical states are obtained by diagonalizing Y u,d by four
unitary matrices, V u,d

L,R, as Mf
diag = V f

L Y f V f†
R (v/

%
2), f = u, d. As a result, the charged

current W± interactions couple to the physical uLj and dLk quarks with couplings given
by

VCKM & V u
L V d†

L =

!

"
Vud Vus Vub
Vcd Vcs Vcb
Vtd Vts Vtb

#

$ . (11.2)

This Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrix [1,2] is a 3 " 3 unitary matrix. It
can be parameterized by three mixing angles and a CP -violating phase. Of the many
possible parameterizations, a standard choice is [3]

V =

!

"
c12c13 s12c13 s13e"i!

!s12c23!c12s23s13ei! c12c23!s12s23s13ei! s23c13

s12s23!c12c23s13ei! !c12s23!s12c23s13ei! c23c13

#

$ , (11.3)

where sij = sin #ij , cij = cos #ij , and $ is the KM phase [2] responsible for all CP -violating
phenomena in flavor changing processes in the SM. The angles #ij can be chosen to lie in
the first quadrant, so sij , cij ' 0.

It is known experimentally that s13 ( s23 ( s12 ( 1, and it is convenient to exhibit
this hierarchy using the Wolfenstein parameterization. We define [4–6]

s12 = % =
|Vus|%

|Vud|2 + |Vus|2
, s23 = A%2 = %

&&&&
Vcb

Vus

&&&& ,

s13e
i! = V !

ub = A%3(& + i') =
A%3(&̄ + i'̄)

%
1 ! A2%4

%
1 ! %2[1 ! A2%4(&̄ + i'̄)]

. (11.4)

These ensure that &̄ + i'̄ = !(VudV !
ub)/(VcdV !

cb) is phase-convention independent and the
CKM matrix written in terms of %, A, &̄ and '̄ is unitary to all orders in %. The definitions
of &̄, '̄ reproduce all approximate results in the literature. E.g., &̄ = &(1! %2/2 + . . .) and
we can write VCKM to O(%4) either in terms of &̄, '̄ or, traditionally,

V =

!

"
1 ! %2/2 % A%3(& ! i')

!% 1 ! %2/2 A%2

A%3(1 ! & ! i') !A%2 1

#

$ + O(%4) . (11.5)
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Written January 2006 by A. Ceccucci (CERN), Z. Ligeti (LBNL), and Y. Sakai (KEK).

11.1. Introduction

The masses and mixings of quarks have a common origin in the Standard Model (SM).
They arise from the Yukawa interactions with the Higgs condensate,

LY = !Y d
ij QI

Li ! dI
Rj ! Y u

ij QI
Li " !!uI

Rj + h.c., (11.1)

where Y u,d are 3" 3 complex matrices, ! is the Higgs field, i, j are generation labels, and
" is the 2 " 2 antisymmetric tensor. QI

L are left handed quark doublets, and dI
R and uI

R
are right handed down- and up-type quark singlets, respectively, in the weak-eigenstate
basis. When ! acquires a vacuum expectation value, #!$ = (0, v/

%
2), Eq. (11.1) yields

mass terms for the quarks. The physical states are obtained by diagonalizing Y u,d by four
unitary matrices, V u,d

L,R, as Mf
diag = V f

L Y f V f†
R (v/

%
2), f = u, d. As a result, the charged

current W± interactions couple to the physical uLj and dLk quarks with couplings given
by

VCKM & V u
L V d†

L =

!

"
Vud Vus Vub
Vcd Vcs Vcb
Vtd Vts Vtb

#

$ . (11.2)

This Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrix [1,2] is a 3 " 3 unitary matrix. It
can be parameterized by three mixing angles and a CP -violating phase. Of the many
possible parameterizations, a standard choice is [3]

V =

!

"
c12c13 s12c13 s13e"i!

!s12c23!c12s23s13ei! c12c23!s12s23s13ei! s23c13
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#

$ , (11.3)

where sij = sin #ij , cij = cos #ij , and $ is the KM phase [2] responsible for all CP -violating
phenomena in flavor changing processes in the SM. The angles #ij can be chosen to lie in
the first quadrant, so sij , cij ' 0.

It is known experimentally that s13 ( s23 ( s12 ( 1, and it is convenient to exhibit
this hierarchy using the Wolfenstein parameterization. We define [4–6]

s12 = % =
|Vus|%

|Vud|2 + |Vus|2
, s23 = A%2 = %

&&&&
Vcb

Vus

&&&& ,

s13e
i! = V !

ub = A%3(& + i') =
A%3(&̄ + i'̄)

%
1 ! A2%4

%
1 ! %2[1 ! A2%4(&̄ + i'̄)]

. (11.4)

These ensure that &̄ + i'̄ = !(VudV !
ub)/(VcdV !

cb) is phase-convention independent and the
CKM matrix written in terms of %, A, &̄ and '̄ is unitary to all orders in %. The definitions
of &̄, '̄ reproduce all approximate results in the literature. E.g., &̄ = &(1! %2/2 + . . .) and
we can write VCKM to O(%4) either in terms of &̄, '̄ or, traditionally,

V =

!

"
1 ! %2/2 % A%3(& ! i')

!% 1 ! %2/2 A%2

A%3(1 ! & ! i') !A%2 1

#

$ + O(%4) . (11.5)
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(Wolfenstein parameterization)



Unitarity triangle
Since the matrix is unitary, several relations among the elements 
can be derived. Most frequently discussed one is

2 11. CKM quark-mixing matrix

Figure 11.1: Sketch of the unitarity triangle.

The CKM matrix elements are fundamental parameters of the SM, so their precise
determination is important. The unitarity of the CKM matrix imposes

!
i VijV

!
ik = !jk

and
!

j VijV
!
kj = !ik. The six vanishing combinations can be represented as triangles in

a complex plane, of which the ones obtained by taking scalar products of neighboring
rows or columns are nearly degenerate. The areas of all triangles are the same, half of
the Jarlskog invariant, J [7], which is a phase-convention independent measure of CP
violation, Im

"
VijVklV

!
il V

!
kj

#
= J

!
m,n "ikm"jln.

The most commonly used unitarity triangle arises from

Vud V !
ub + Vcd V !

cb + Vtd V !
tb = 0 , (11.6)

by dividing each side by the best-known one, VcdV !
cb (see Fig. 1). Its vertices are exactly

(0, 0), (1, 0) and, due to the definition in Eq. (11.4), (#̄, $̄). An important goal of
flavor physics is to overconstrain the CKM elements, and many measurements can be
conveniently displayed and compared in the #̄, $̄ plane.

Processes dominated by loop contributions in the SM are sensitive to new physics
and can be used to extract CKM elements only if the SM is assumed. In Sec. 11.2 and
11.3 we describe such measurements assuming the SM, and discuss implications for new
physics in Sec. 11.5.

11.2. Magnitudes of CKM elements

11.2.1. |Vud| :
The most precise determination of |Vud| comes from the study of superallowed 0+ ! 0+

nuclear beta decays, which are pure vector transitions. Taking the average of the nine
most precise determinations [8,9] yields [10]

|Vud| = 0.97377 ± 0.00027. (11.7)
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This unitarity relation can be represented in so-called (ρ,η)-plane as

Unitarity triangle
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CP in neutral K decay
Neutral K mesons : K0(sd) and K0(ds)
⇒Mass-eigenstates : KL and KS

Before 1964

KS

π

π }CP even KL

π

}CP oddπ

π

The discovery of CP [Christenson, Cronin, Fitch and Turlay (1964)]

KL

π

π }CP even



CP in neutral K decay

KL

π

π } CP evenCP

Two different possibilities:

Kodd

π

π }CP evenKeven and Kodd

π

π }CP even

Indirect CP Direct CP

•Both take place. 
•“Indirect” >> “Direct”.



Indirect CP in neutral K

これらの結果から， が でないと の破れがあり，それは が実でないことに対応する
ということがわかる これを における の破れとよぶ．
クォ－ク位相の変化による諸量の変化について見てみよう．小林・益川行列のところで述べたように

クォ－クの位相は自由に変化させることができて（その一例が小林・益川行列の の仕
方が幾通りもあることである），物理はその位相変化によって変わることは無い．クォ－クの位相を次
のように変化させたとしよう，

すると 混合の は

となる． ここの は 行列の適当な組合せである． そして混合の が以下のように変
化する，

このように位相の変化によって値が変わるので や 自身は物理量では無い．一方，例えば二つ
の固有状態の質量や寿命の差は実験で直接測ることのできる物理的な量であり，

は位相変換に対して不変になっている．また の破れの の一つである も不変である．

の性質
中性 中間子には寿命の短い と長い があり，質量は の方がわずかに 約
大きいので は に対応し， である． はほとんど に崩壊する

ので， 対称性が成立しているなら となって である．ところが
らの実験によって も微小な確率 約 ではあるが に崩壊することが観測され ，

中間子系で が破れていることがわかった． 中間子系を扱う場合には よりも

で定義したパラメータをよく用いる．これを用いると

と表せて が の破れのパラメータであることがわかり，我々の では実験値から
となる． しかしこの は位相の の取り方によって変るので物理量ではない．

• Kaon is produced in flavor-eigenstate (K0 or K0).
• Kaon is observed in mass-eigenstate (KS or KL).
• There is another “eigenstate”, CP-eigenstate (Keven or Kodd)
• According to quantum mechanical considerations, they are related as

• KL contains a tiny but finite portion of Keven, which is the source of 
indirect CPV.
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• With a certain phase convention,

where Δm is the measurable mass difference between KS and KL and

M12 describes mixing (Γ12 does decay), which occurs in the SM through

• Theoretically,

• Substituting this into above, we obtain theoretical expression as

12. CP violation in meson decays 15

The parameter ! represents indirect CP violation, while !! parameterizes direct CP
violation: Re(!!) measures CP violation in decay (type I), Re(!) measures CP violation
in mixing (type II), and Im(!) and Im(!!) measure the interference between decays with
and without mixing (type III).

The following expressions for ! and !! are useful for theoretical evaluations:

! ! ei!/4
"

2
Im(M12)

!m
, !! =

i"
2

!!!!
A2

A0

!!!! ei("2""0) sin("2 # "0). (12.60)

The expression for ! is only valid in a phase convention where "2 = 0, corresponding
to a real VudV

#
us, and in the approximation that also "0 = 0. The phase of

!, arg(!) $ arctan(#2!m/!"), is independent of the electroweak model and is
experimentally determined to be about #/4. The calculation of ! benefits from the fact
that Im(M12) is dominated by short distance physics. Consequently, the main source
of uncertainty in theoretical interpretations of ! are the values of matrix elements,
such as %K0 |(sd)V "A(sd)V "A|K0&. The expression for !! is valid to first order in
|A2/A0| ' 1/20. The phase of !! is experimentally determined, #/2 + $2 # $0 $ #/4, and
is independent of the electroweak model. Note that, accidentally, !!/! is real to a good
approximation.

A future measurement of much interest is that of CP violation in the rare K ( #%%
decays. The signal for CP violation is simply observing the KL ( #0%% decay. The e#ect
here is that of interference between decays with and without mixing (type III) [34]:

"(KL ( #0%%)
"(K+ ( #+%%)

=
1
2

"
1 + |&!## |2 # 2Re(&!##)

#
! 1 #Re(&!##), (12.61)

where in the last equation we neglect CP violation in decay and in mixing (expected,
model-independently, to be of order 10"5 and 10"3, respectively). Such a measurement
would be experimentally very challenging and theoretically very rewarding [35]. Similar
to the CP asymmetry in B ( J/'KS , the CP violation in K ( #%% decay is predicted
to be large (that is, the ratio in Eq. (12.61) is neither CKM- nor loop-suppressed) and
can be very cleanly interpreted.

Within the Standard Model, the KL ( #0%% decay is dominated by an intermediate
top quark contribution and, consequently, can be interpreted in terms of CKM parameters
[36]. (For the charged mode, K+ ( #+%%, the contribution from an intermediate charm
quark is not negligible, and constitutes a source of hadronic uncertainty.) In particular,
B(KL ( #0%%) provides a theoretically clean way to determine the Wolfenstein parameter
( [37]:

B(KL ( #0%%) = )LX2(m2
t /m2

W )A4(2, (12.62)

where )L = 1.80) 10"10 incorporates the value of the four-fermion matrix element which
is deduced, using isospin relations, from B(K+ ( #0e+%), and X(m2

t /m2
W ) is a known

function of the top mass.
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!K0|H|K0" = M12 # (i/2)!12
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11.3. Phases of CKM elements

As can be seen from Fig. 11.1, the angles of the unitarity triangle are

! = "1 = arg
!
!

VcdV !
cb

VtdV !
tb

"
,

# = "2 = arg
!
!

VtdV !
tb

VudV !
ub

"
,

$ = "3 = arg
!
!

VudV !
ub

VcdV !
cb

"
. (11.15)

Since CP violation involves phases of CKM elements, many measurements of CP -violating
observables can be used to constraint these angles and the %̄, &̄ parameters.

11.3.1. ! and !" :
The measurement of CP violation in K0–K0 mixing, |'| = (2.233± 0.015)" 10#3 [71],

provides important information about the CKM matrix. In the SM [72]

|'| =
G2

F f2
KmKm2

W

12
#

2 (2)mK

#BK

$
&cS(xc)Im[(VcsV

!
cd)2]

+ &tS(xt)Im[(VtsV
!
td)2] + 2&ctS(xc, xt)Im(VcsV

!
cdVtsV

!
td)

%
, (11.16)

where S is an Inami-Lim function [73], xq = m2
q/m2

W , and &i are perturbative
QCD corrections. The constraint from ' in the %̄, &̄ plane are bounded by hyperbolas
approximately. The dominant uncertainties are due to the bag parameter, for which we
use #BK = 0.79 ± 0.04 ± 0.09 from lattice QCD [74], and the parametric uncertainty
proportional to *(A4) [i.e., *(|Vcb|4)].

The measurement of '" provides a qualitative test of the CKM mechanism
because its nonzero experimental average, Re('"/') = (1.67 ± 0.23) " 10#3 [71],
demonstrated the existence of direct CP violation, a prediction of the KM ansatz. While
Re('"/') $ Im(VtdV !

ts), this quantity cannot easily be used to extract CKM parameters,
because the electromagnetic penguin contributions tend to cancel the gluonic penguins
for large mt [75], thereby significantly increasing the hadronic uncertainties. Most
estimates [76,77] are in agreement with the observed value, indicating a positive value
for &̄. Progress in lattice QCD, in particular finite-volume calculations [78,79], may
eventually provide a determination of the K % (( matrix elements.
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Figure 1: Dominant box diagrams for the B0
q!B0

q transitions
(q = d or s). Similar diagrams exist where one or both t quarks
are replaced with c or u quarks.

up-type quarks (see Fig. 1), as is the case for K0–K0 mixing.

However, the long range interactions arising from intermediate

virtual states are negligible for the neutral B meson systems,

because the large B mass is o! the region of hadronic resonances.

The calculation of the dispersive and absorptive parts of the

box diagrams yields the following predictions for the o!-diagonal

element of the mass and decay matrices [3],

M12 = "
G2

F m2
W !BmBqBBqf

2
Bq

12"2 S0(m
2
t/m2

W ) (V !
tqVtb)

2 , (6)

"12 =
G2

F m2
b!

"
BmBqBBqf

2
Bq

8"

#
!
(V !

tqVtb)
2 + V !

tqVtbV
!
cqVcb O

"
m2

c

m2
b

#

+ (V !
cqVcb)

2 O
"

m4
c

m4
b

#$
, (7)

where GF is the Fermi constant, mW the W boson mass,

and mi the mass of quark i; mBq , fBq and BBq are the B0
q

mass, weak decay constant and bag parameter, respectively.

The known function S0(xt) can be approximated very well by

0.784 x0.76
t [4], and Vij are the elements of the CKM matrix [5].

The QCD corrections !B and !"B are of order unity. The only

non-negligible contributions to M12 are from box diagrams

involving two top quarks. The phases of M12 and "12 satisfy

#M " #! = " + O
"

m2
c

m2
b

#
, (8)

implying that the mass eigenstates have mass and width di!er-

ences of opposite signs. This means that, like in the K0–K0 sys-

tem, the heavy state is expected to have a smaller decay width
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• Experimental value:

• If all Vij is real, |ε| vanishes.

• Remember Vij=Vij(λ, A, ρ, η). Thus once one could evaluate BK, 
using the exp value we can obtain a constraint among (λ, A, ρ, η).

• NP can affect |ε| (or equivalently the constraint) through FCNC

or loop diagrams containing NP particles.
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Since CP violation involves phases of CKM elements, many measurements of CP -violating
observables can be used to constraint these angles and the %̄, &̄ parameters.

11.3.1. ! and !" :
The measurement of CP violation in K0–K0 mixing, |'| = (2.233± 0.015)" 10#3 [71],

provides important information about the CKM matrix. In the SM [72]

|'| =
G2

F f2
KmKm2

W

12
#

2 (2)mK

#BK

$
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td)
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where S is an Inami-Lim function [73], xq = m2
q/m2

W , and &i are perturbative
QCD corrections. The constraint from ' in the %̄, &̄ plane are bounded by hyperbolas
approximately. The dominant uncertainties are due to the bag parameter, for which we
use #BK = 0.79 ± 0.04 ± 0.09 from lattice QCD [74], and the parametric uncertainty
proportional to *(A4) [i.e., *(|Vcb|4)].

The measurement of '" provides a qualitative test of the CKM mechanism
because its nonzero experimental average, Re('"/') = (1.67 ± 0.23) " 10#3 [71],
demonstrated the existence of direct CP violation, a prediction of the KM ansatz. While
Re('"/') $ Im(VtdV !

ts), this quantity cannot easily be used to extract CKM parameters,
because the electromagnetic penguin contributions tend to cancel the gluonic penguins
for large mt [75], thereby significantly increasing the hadronic uncertainties. Most
estimates [76,77] are in agreement with the observed value, indicating a positive value
for &̄. Progress in lattice QCD, in particular finite-volume calculations [78,79], may
eventually provide a determination of the K % (( matrix elements.
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In the next section, I introduce a determination of BK 
using Lattice QCD, performed by JLQCD.




