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注意が必要です。
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• 4/08:  Introduction 

• 4/15;  QED 

• 4/22;  Deep Inelastic Scattering 

• 4/29;  National Holiday 

• 5/06;  National Holiday 

• 5/13;  Weak Interaction; V-A, leptonic Weak Interaction 

• 5/20;  An event of Univ. of Tokyo 

• 5/27, 6/03, 6/10;  T. Mori 

• 6/17, 6/24, 7/01;  M. Ishino 

- Strong Interaction, Quark Model, Particle Search, etc. 

• 7/08, 7/15 National Holiday, 7/22, 7/29; T. Mori

Modern Particle Physics 
Mark Thomson
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•Homework after each lecture 

•A final report at the end of the course

submit to :  masaya.ishino@cern.ch   or 

you can bring it to the next lecture

Evaluation

web page https://bit.ly/2VA0iPX https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/ParticlePhysicsIII2019

mailto:masaya.ishino@cern.ch
https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/Main/ParticlePhysicsIII2019
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• Matter: The fundamental constituents of the universe 
- the elementary particles 

• Force: The fundamental forces of nature, i.e. interactions between the elementary particles

Current understanding of the Standard Model (SM) 
• All interactions of particles (Fermions) are mediated by the exchange of a particle (Gauge Bosons) 

• Consistent with all current experimental data → plot in the next page 

• But! it is just a ︎model︎ with many unpredicted parameters, e.g. mass, coupling const., mixing angle, etc. 

• It may not be the ultimate theory (?)

g

g

fermion

Gauge Boson
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LEPTONS QUARKS
Q m/GeV Q m/GeV

First 
Generation

e- -1 0.0005 d –1/3 0.3
ν1 0 ~0 u +2/3 0.3

Second 
Generation

μ- -1 0.106 s –1/3 0.5
ν2 0 ~0 c +2/3 1.5

Third 
Generation

τ- -1 1.77 b –1/3 4.5
ν3 0 ~0 t +2/3 175

• point-like 

• Spin-1/2 (fermions)

• 3 generations 
- each generation = a set of 4 particles 
- 2nd/3rd gen. is a copy of 1st gen. 
- differing ONLY in mass 
- why such a structure?; unknown

• We now know neutrinos have non-zero 
mass which is much lighter than all 
others. Why so small??
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Force Boson JP m/GeV

EM (QED) Photon γ 1– 0

Weak W± / Z 1– 80 / 91

Strong (QCD) 8 gluons  g 1– 0

Gravity Graviton? 2+ 0

g

g

fermion

Gauge Boson

• Forces are mediated by the exchange of Spin-1 Gauge Bosons 

• The strength of interaction is defined by the charge:  "g" 

• "g" is related to the dimensionless coupling constant: α

α (dimensionless)

e.g. QED: ( →  in natural unit:                      )        

• It is convenient to express couplings in terms of α, which is dimensionless 
• It does not depend on the units used in the system
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µ+

g

µ+ d

W

u q q

Z

q q

g

Ele-Mag int. Weak int. Strong int.

Charged 
Current

Wー

Neutral 
Current

All charged fermions All fermions All fermions ONLY quarks

Never changes flavor Never changes flavorNever changes flavorAlways changes flavor

α ~ 1/137 αW/Z ~ 1/30 αs ~ 1

• Properties of the interaction are determined by: 
- Properties of Gauge-Bosons 
- Nature of the interaction between the bosons and fermions

Interaction of Gauge Bosons with fermions in SM
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e–e–

q q

g

e– µ–

e+ µ+
g

Feynman diagrams describe particle interactions

annihilation Scattering

Time

Space

initial 
state

final 
state

time

• Time flows from LEFT to RIGHT 
• Energy, momentum, angular momentum, etc. are conserved at all interaction vertices 
• All intermediate particles are "virtual" ( i.e.                       )

Time

Space
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contravariant 4-vector momentum

covariant 4-vector momentum

• 4-Vector including time-like component is used:

: connected bypµ = gµ⌫p
⌫

<latexit sha1_base64="zRykeOt3vB/c1NpRiSsjmR9RIlY=">AAACBHicbVC7TsMwFHXKq5RXgBEGiwqJqUoQEjAgVbAwFonQSk2IHNdprdpOZDtIVdSFhV9hYQDEykew8Tc4aQdoOZLl43Pu1fU9Ucqo0o7zbVUWFpeWV6qrtbX1jc0te3vnTiWZxMTDCUtkJ0KKMCqIp6lmpJNKgnjESDsaXhV++4FIRRNxq0cpCTjqCxpTjLSRQns/DXOfZ2N4Afsl84V5pPd5cYd23Wk4JeA8caekDqZohfaX30twxonQmCGluq6T6iBHUlPMyLjmZ4qkCA9Rn3QNFYgTFeTlFmN4aJQejBNpjtCwVH935IgrNeKRqeRID9SsV4j/ed1Mx2dBTkWaaSLwZFCcMagTWEQCe1QSrNnIEIQlNX+FeIAkwtoEVzMhuLMrzxPvuHHecG9O6s3LaRpVsAcOwBFwwSlogmvQAh7A4BE8g1fwZj1ZL9a79TEprVjTnl3wB9bnDwNfmHk=</latexit><latexit sha1_base64="zRykeOt3vB/c1NpRiSsjmR9RIlY=">AAACBHicbVC7TsMwFHXKq5RXgBEGiwqJqUoQEjAgVbAwFonQSk2IHNdprdpOZDtIVdSFhV9hYQDEykew8Tc4aQdoOZLl43Pu1fU9Ucqo0o7zbVUWFpeWV6qrtbX1jc0te3vnTiWZxMTDCUtkJ0KKMCqIp6lmpJNKgnjESDsaXhV++4FIRRNxq0cpCTjqCxpTjLSRQns/DXOfZ2N4Afsl84V5pPd5cYd23Wk4JeA8caekDqZohfaX30twxonQmCGluq6T6iBHUlPMyLjmZ4qkCA9Rn3QNFYgTFeTlFmN4aJQejBNpjtCwVH935IgrNeKRqeRID9SsV4j/ed1Mx2dBTkWaaSLwZFCcMagTWEQCe1QSrNnIEIQlNX+FeIAkwtoEVzMhuLMrzxPvuHHecG9O6s3LaRpVsAcOwBFwwSlogmvQAh7A4BE8g1fwZj1ZL9a79TEprVjTnl3wB9bnDwNfmHk=</latexit><latexit sha1_base64="zRykeOt3vB/c1NpRiSsjmR9RIlY=">AAACBHicbVC7TsMwFHXKq5RXgBEGiwqJqUoQEjAgVbAwFonQSk2IHNdprdpOZDtIVdSFhV9hYQDEykew8Tc4aQdoOZLl43Pu1fU9Ucqo0o7zbVUWFpeWV6qrtbX1jc0te3vnTiWZxMTDCUtkJ0KKMCqIp6lmpJNKgnjESDsaXhV++4FIRRNxq0cpCTjqCxpTjLSRQns/DXOfZ2N4Afsl84V5pPd5cYd23Wk4JeA8caekDqZohfaX30twxonQmCGluq6T6iBHUlPMyLjmZ4qkCA9Rn3QNFYgTFeTlFmN4aJQejBNpjtCwVH935IgrNeKRqeRID9SsV4j/ed1Mx2dBTkWaaSLwZFCcMagTWEQCe1QSrNnIEIQlNX+FeIAkwtoEVzMhuLMrzxPvuHHecG9O6s3LaRpVsAcOwBFwwSlogmvQAh7A4BE8g1fwZj1ZL9a79TEprVjTnl3wB9bnDwNfmHk=</latexit><latexit sha1_base64="zRykeOt3vB/c1NpRiSsjmR9RIlY=">AAACBHicbVC7TsMwFHXKq5RXgBEGiwqJqUoQEjAgVbAwFonQSk2IHNdprdpOZDtIVdSFhV9hYQDEykew8Tc4aQdoOZLl43Pu1fU9Ucqo0o7zbVUWFpeWV6qrtbX1jc0te3vnTiWZxMTDCUtkJ0KKMCqIp6lmpJNKgnjESDsaXhV++4FIRRNxq0cpCTjqCxpTjLSRQns/DXOfZ2N4Afsl84V5pPd5cYd23Wk4JeA8caekDqZohfaX30twxonQmCGluq6T6iBHUlPMyLjmZ4qkCA9Rn3QNFYgTFeTlFmN4aJQejBNpjtCwVH935IgrNeKRqeRID9SsV4j/ed1Mx2dBTkWaaSLwZFCcMagTWEQCe1QSrNnIEIQlNX+FeIAkwtoEVzMhuLMrzxPvuHHecG9O6s3LaRpVsAcOwBFwwSlogmvQAh7A4BE8g1fwZj1ZL9a79TEprVjTnl3wB9bnDwNfmHk=</latexit>

• Require all calculations to be Lorentz Invariant (L.I.) in particle physics

Invariant mass
Phase

Lorentz Invariant quantities:   e.g. L.I. scalar formed from 4-vector scalar products

Lorentz-invariant quantity:  It does not depend on the frame of reference
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• Useful L.I. quantities:  s, t, and u (kinematic variables) 
• Consider a scattering process:  1+2 → 3+4 
• Feynman diagrams can be placed in three channels:

1 2
4

3

e–e–

e– e–

g

e– µ–

e+ µ+
g

e–e–

e– e–

g

s-channel t-channel u-channel

The u-channel diagram applies

only when there are identical

particles in the final state. annihilation scattering

• Lorentz-Invariant scalars. They can be evaluated in ANY frame. 
• The variables are squared 4-momentum of exchanged particle ( γ )
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e– µ–

e+ µ+
g

• "s" is L.I. ( ← scalar product of 4-vectors) 
• "s" can be evaluate also in the Center-of-Mass frame:

3d-momentum vector sum: (0, 0, 0)　→

Hence,        is the total energy of collision in the C.M. frame

s-channel
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• We are interested in particle interactions and decays:  i.e. transition between states 

• Fermi's Golden Rule → used to calculate transition rates

number of transitions per unit time from initial state     to final state

( The number is NOT L.I. )

transition Matrix-Element:

perturbing Hamiltonian

density of final states

Transition rates:  It depends on Matrix-Element and Density of Final States

the fundamental particle physics just kinematics

next week :  QED
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e– µ–

e+ µ+g
e– e–

qq

calculate: a process of s-channel calculate: a process of t-channel

Deep Inelastic 
Scattering

• Calculate scattering processes, particle decays: 

• Calculate relativistic cross-sections, decay rates: 

• Dirac Equation 

• Feynman rules (QED, Weak-Interaction, QCD)

i
1

2

q
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i
1

2

q
Consider the two-body decay and apply Fermi's Golden Rule

Calculate the decay rate in first order perturbation theory. 
( Born approximation: plane-wave descriptions of the particles ) 

( N: normalization,  p・x = pμ・xμ )

(1)  N      :  wave-function normalization 
(2)  Tfi     :  transition matrix element from perturbation theory 
(3)  ρ(Ef) :  the density of final states

All in a Lorentz Invariant form

(1)  N :  wave-function normalization
non-relativistic: one particle in a cube of a3 :

a

a
a

(3)  ρ(Ef) :  the density of final states
applying boundary condition: wave-function vanishes at the boundary
volume of single state (in the momentum space)



Particle Decay Rate (2)16

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

(3)  ρ(Ef) :  the density of final states
applying boundary condition: wave-function vanishes at the boundary

volume of single state (in the momentum space)

number of states dn in the range of [ p : p+dp ] 
→ spherical-shell with p (thickness dp) divided 
by the of single state :  ( (2π)3 / V )

E2 = p2 + m2 dp
dE
=

E
p
=

1
�→

• Decay Rate: not depends on the normalization volume;  (later, V cancels with the one from | Tfi |2 ) 
→  "V=1" for convenience 

• 4πp2 dp (= d3p) = dn x (2π)3     → 

revisit the Golden Rule: rewrite ρ(Ef) using δ-function integrating over all final energy states, however, 
Energy conservation is applied with δ-func.

( integral over ALL allowed final states of "any" energy )

Energy cons. Mom. cons.

i
1

2

q

Two-body decay → p1 is fixed then p2 is fixed as well
integrate over the momentum of both particles using another δ(p)



Lorentz Invariant Phase-Space17

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

a

a
a

a/g

a
a

so far, normalization was held as "one particle per unit volume":

considering relativistic effects, the volume contracts by  

→ particle density increases by 

→ Normalization needs to be proportional to E

usual convention:  Normalize to 2E particles per unit volume 

( in the last page, normalized to 1 particle per unit volume )

( Normalize to 2E particles per unit volume )

Define:  Lorentz Invariant Matrix Element, Mfi, as wave-functions normalized to 2E particles per unit volume

2-body decay :

Lorentz Invariant

Lorentz Inv. Phase-Space

Proportional to 1/Ei

Note:

the integral is L. Inv.

(2)
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東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

→ L.I. , work in C.M. frame 
( for convenience )

in C.M. frame:

Integrating over p2 using δ-function: δ( )  is non-zero @ →

Writing

where

i
1

2

q

formula of δ-func.

energy conservation
f (p1) = 0 for p1 = p* 

→  f(p*) = 0
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東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

and

f(p1) = 0 →



Cross-Section (1)20

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

# of interactions per unit time per target
σ = 

incident flux flux = # of incident particles / unit area / unit time

σ : it can be thought as the effective cross-sectional area of the target particles 
for the interaction to occur. (In general, it has nothing t to do with the physical size of the target)

here, σ is the projective area of nucleus

dσ 
dΩ = 

# of particles per time per target into dΩ

incident flux

ds
d...

or generally ...Differential Cross-Section

qe–
e–

p

Total Cross-Section
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東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

vaA vb

Particle "a" with velocity va, traversing a region of area A 

which contains nb particles of Particle "b" per unit volume

In time Δt, a particle of type "a" traverses region 
containing "nb (va+vb)・A・Δt"  particles of "b"

Δt

Interaction Probability = 
(nb (va+vb)・A・Δt) x σ

A
= nb v Δt σ [ v = va + vb ]

Interaction Rate = nb v σ

Consider volume V, "a" is distributed with a density of na, then the total reaction rate is:

=

→ (# of targets: b) x (Flux: a) x (Cross-Section)



2 + 2 Scattering Process22

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

1 2
4

3Scattering Process:

Golden Rule:

Tfi is the transition matrix for a normalization of one per unit volume

Rate / Volume = (flux 1) x (n2) x σ = n1(v1+v2) x n2 x σ

For one target particle per unit volume,   Rate = (v1+v2) x σ = Γfi

the parts are not Lorentz Invariant
L.I. Matrix Element

Flux can be rewrite with 4-vector → L.I. form

Cross-Section; Lorentz Invariant too!

particle 2: at restC.M. frame
L.I. flux of two special cases



2 → 2 Scattering in C.M. frame23

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

1 2
4

3start from:

in the C.M. frame: 

The same formula as the case of "Particle Decay", but mi → √s

elastic scattering, then



Prepare for differential cross-section24

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

1
2

4

3

z

xcorrect in the C.M. frame (non L.I.)

express dΩ using "t", which is L.I.
e– e–

integrating over dφ* → 2π
Lorentz Invariant



electron scattering25

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

Pi* is a constant.

elastic scattering in Lab. frame in the limit  E1 >> m1  (m1 ~0)

E1 m2
electron scattering

2



2 → 2 Body Scattering in Lab. Frame26

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

Scattering with a fixed target in the Lab. Frame  ( e.g. electron + proton )

1
3

2

4

q
e– e–

X X

1 3

2 4

Wish to express the cross section with θ  (scattering angle of electron)

( integrating over dφ )

( E1 is const. )

2



2 → 2 Body Scattering in Lab. Frame27

東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

General form for 2¦2 Body Scattering in Lab. Frame

is a function of 

( m1 != 0 )
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東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02
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東大マーク集 2

3-
東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

15mm

東大マークには、使用時の最小サイズが設定
されています。本項で示された最小サイズ以
下で使用すると、東大マークの再現性を著し
く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ

とができなくなります。この最小使用サイズは
、東大マークの印刷物における再生上の規定
です。使用する媒体の特性やスペース等を十
分に検討し、最適のサイズで使用してくださ

い。また、印刷方式、媒体の条件などによって
もマークの再現性が異なることについても
注意が必要です。

最小サイズ

01 02

a


