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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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solution → spinor, anti-particle 
charge conjugation 
helicity 
parity
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Starting from non-relativistic energy :

Momentum Operator & Energy Operator : 

Time dependent Schrodinger eq. : 

Plane-wave solutions : where

Schrodinger eq. is NOT Lorentz-Invariant 
(first order in time derivative, second order in spatial derivatives)

What about "probability density" and current?

(S1)

(S1)*  :  (S2)

←  Compare with "continuity eq."

For a plane-wave : 

&

&

• # of particles per unit volume :  |N|2 

• Flux :  |N|2・v
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Again, starting from relativistic energy :

Applying : Klein-Gordon e.q.

using

Considering a plane-wave solution : , KG-eq gives :

KG has negative energy solution
it is natural as it starts from 

 (1) negative energy problem 

 (2) probability density problem

(KG2)

(KG4) = (KG2)*Prepare :

Comparing with "continuity eq."

for a plane-wave solution

&

• ( ρ is proportional to E ) 

• ρ: probability density is negative?? 
for negative energy solutions ...

historically it was considered as problem → Next
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Dirac looked for an equation first order in time as well as in spatial derivatives

(D1)

Writing (D1) in full:

Squaring:

The question is "if a free particle satisfies  " E2 = p2 + m2 " ?,  i.e. satisfy the K-G eq.   ↑

α, β should satisfy the followings for the Dirac e.q. to be consistent with the KG eq.:
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(D4)
(D3)
(D2)

αj, β; cannot be numbers but must be Matrices (at least 4x4)

wave-function needs to be a 4-component Dirac Spinor

The Hamiltonian should be Hermitian (for having real eigenvalue)

→ αj, β;  Hermitian (D5)

A convenient (and conventional) choice of αj, β : 

with i.e.  Pauli Spin Matrices

αj, β;  Hermitian  and  anti-comute
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Starting from Dirac eq. (D6)

and Hermitian conjugate (D7)

take ( note:  α, β - Hermitian )

using as well as for  "y" and  "z"

(D8) where

Probability density and current: and

where : always positive (not like KG)

The solution of the Dirac eq → 4-component Dirac Spinor which give rise to the property of intrinsic spin
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Here, introduce Dirac γ-matrices:

Rewrite Dirac eq. β x (D6) →

using • a set of const. 4x4-matrices 
• Invariant under Lorentz-trans.

Properties of γ matricesfrom (D2), (D3), (D4)

and more...
usually rewrite as anti-commutation relation

Hermitian??

e.g.

1, 2, and 3 are anti-Hermitian
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write in full:

4-vector current: as 0th element and 

γ0γ1 = β (β・α1)=α1 The continuity eq.

Introducing adjoint Spinor

★ It will be used for deriving the Feynman rules 
for the Lorentz invariant matrix element (Mĳ)

introduce an explicit form using Pauli Matrix

e– µ–

e+ µ+g
e– e–

qq
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Look for "free particle" solutions of the form: 

where a constant 4-component spinor satisfies the Dirac eq. 

Consider the derivatives of the free particle solution:

substitute these to the eq., then..

it can be rewritten: (D10) Dirac eq. in "momentum"

For particle at rest   i.e. (D10)

4 orthogonal solutions:  u

E = m E = -m negative energy

including time dependence

two spin states with E > 0 two spin states with E < 0
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aiming to find a plane-wave solution:

starting from 

4x4 matrix is written by 
four 2x2 sub-matrices

writing 4-component Spinor
2 
+ 
2

two coupled simultaneous eq. for uA, uB

(D12)

expanding

choice of uA is arbitrary:  for the simplest case

or giving
and
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Repeat for and solution and

The 4-solutions are :

Substitute each solution to the Dirac eq., then satisfies as expected 

are the solutions for E > 0
are the solutions for E < 0

Feynman-Stuckelberg Interpretation 
Interpret a negative energy solution as ... 
• a negative energy particle which propagates backwards in time      or  

• a positive energy anti-particle which propagates forwards in time

g g
e– (E<0)

e– (E>0)

e+ (E>0)

e– (E>0)

tim
e

e+ e-

E>0 E<0

NOTE: in the diagram the 
arrow on the anti-particle 
remains in the backwards 
in time direction to label it 
an anti-particle solution. 
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Redefine the negative energy solutions → physical anti-particle having positive energy

Starting from the negative solution:
where E is understood 
to be negative

Find negative energy plane-wave solutions; 

Ψ represents negative energy solution

where > 0

Substitute wave-func. to the Dirac eq.

Dirac eq. in terms of momentum 
for anti-particle

(D13)

Proceeding as before:

The 4-solutions

( u3, u4 in the last page )
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Now, we have 8 solutions which satisfy the Dirac eq., 

ONLY 4 spinors are linearly independent:

4-spinors of the form: 

other 4-spinors of the form: 

→  naturally? (usually) we choose

( having positive Energy solution )
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Remember that we'd like to normalize wave-functions to 2E particles per unit volume

Take an example of :

Probability Density : 

To meet the requirement of "2E particles per unit volume"

same N for 
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The motion of charged particle in an electromagnetic field                      can be obtained 
by making the minimal substitution

It is an important operator of a discrete symmetry transformation:  particle ⇔ anti-particle

with

It can be rewritten in 4-vector form :

Dirac eq. becomes :

( classical phys. 
→ Q.M. )

Now, let's take complex conjugate, and then pre-multiply by 

andusing

(D14)

←  Definition of the Charge Conjugation operation

why it is a natural definition? → next page
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The last eq. is written : 

Comparing to the original eq. : 

We see that the spinor       describes a particle of the same mass but with opposite charge,  
i.e. an anti-particle!

particle spinor ⇔ anti-particle spinor
Now, apply       on the free particle wave function : 

Hence,
Similarly,
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Anti-particle solution : 

Applying normal Q.M. operator :

But!  we defined solutions to have E > 0

Q.M. operators which give the PHYSICAL energy and momenta of the anti-particle are :

and Operator for anti-particle

With the replacement of the angular moment

In order to satisfy (conservation of total angular momentum) for anti-particle

The PHYSICAL spin of the anti-particle solution is given by

( the applied Q.M. operator is not relevant for anti-particles )
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Particle solutions to the Dirac equation :

Anti-Particle solutions to the Dirac equation :

satisfy

satisfy

with

with

for anti-particles the spin is given by 

for particle & anti-particle solutions :
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In general the spinors                               are not Eigenstates of 

here

However particles / anti-particles traveling in the Z-direction :

are Eigenstates of

!!  Change of sign for 
anti-particle spinors

z z
traveling towards z traveling towards -z

• u1, v1 :  Spin-up 
• u2, v2 :  Spin-down

( and px = py = 0 )
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• Solutions to the Dirac eq. are also eigenstates of        but! only for particles traveling along the z-axis 

• It is not a useful basis. We need a "better quantum number",  i.e. a set of commuting observables 

•                               instead of Sz → "HELICITY"

The component of a spin along its direction of flight → A GOOD quantum number :

Define such a variable  -  HELICITY :

For spin-half particles :  spin along any axis Eigenvalues of the helicity operator :

Right Handed (RH) Left Handed (LH)

Later we will discuss RH and LH CHIRAL eigenstates. 

In the massless limit, the HELICITY eigenstates are the same as the CHIRAL eigenstates
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Wish to find solutions of Dirac eq. which are also eigenstates of Helicity :
RH LH
: the unit vector in the 
  direction of the particle

The eigenvalue equation :

(D15)

A particle propagating in the direction 

using

writing either or
(D15)

for the both &
helicity ±1

For RH ( helicity = +1 )

and
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(D12)From the Dirac eq. 

(D15)

(D16)

helicity

(D15) determines the relative normalization of uA and uB :

RH : particle

LH particle : obtained in the same way

anti-particle :  the same manner but

i.e.

particles

anti-particles

2E particles per volume RH LH
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The parity operation :  spatial inversion through the origin :

Dirac spinor, satisfies 

Parity transformation :

Try Parity operation as 

so 

(D17)

(D17)

Expressing derivatives in prime system (x', y', z', t') :

As       anti-commutes with 

( Dirac eq. in the prime system )

The form of the Dirac eq. is unchanged for the Dirac Spinors transform as
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For particle & anti-particle at rest :

with

etc.

Usual convention : • Particles have positive parity 
• Anti-particles have negative parity
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«The formulation of relativistic quantum mechanics starting from the 
linear Dirac equation

New degrees of freedom : found to describe Spin ½ particles

« With the Dirac equation: forced to have two positive energy and two 
negative energy solutions  

«Feynman-Stückelberg interpretation: -ve energy particle solutions 
propagating backwards in time correspond to physical +ve energy  
anti-particles propagating forwards in time 

« In terms of 4x4 gamma matrices the Dirac Equation can be written:

« Introduces the 4-vector current and adjoint spinor:
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« Most useful basis: particle and anti-particle helicity eigenstates  

« In terms of 4-component spinors, the charge conjugation and parity
operations are: 
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• Show that 

R.H. L.H.

• The combined operation of parity and charge conjugation ( CP ), Spinors 
transform as

(        means Parity Transformation )

Show that 


