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Interaction by 
Particle Exchange and QED
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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

e– µ–

e+ µ+g
e– e–

qq

s  µ
|M|2
flux

x (phase space)

Dirac eq.

M:  Matrix Element  ( Lorentz Invariant )

• interaction by particle exchange 

• Feynman diagrams 

• Feynman rules for QED
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01 02

Fermi's Golden rule :  The transition rate between two states :

Transition Matrix Element,       , written by perturbation expansion

i

f
j

Particle in Quantum Field picture : 
• Forces arise due to exchange of virtual particles 
• No action at a distance ( ← classical picture )

i

f

scattering in 
a potential

scattering via an 
intermediate state j

Particle interaction :  "a + b → c + d" by exchange of particle "x"  ( intermediate state )

The corresponding term in the perturbation expansion :

a c

b d

x
Vji

Vfj

i j f
time

sp
ac
e • initial state i  : a + b 

• final state  f  : c + d 
• intermediate state  j  : c + b + x

"a" emitting "x" and then 
 "b" absorbing "x"

time ordering :  "a" emits "x" before "b" absorbs it



3

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

x
ga

cNeed an expression of → aiming to obtain L.I. Matrix-Element

Recall is related to the matrix element by
k runs over all particles in the ME

Here we have is the L.I. matrix element of a → c + x

The simplest L.I. quantity is "a scalar"

here is a measure of the strength of the interaction a → c + x

Similarly ...

Giving b d

x

gb

The L.I. matrix element for the entire process 

not L.I. ( it concerns time order ) , 
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a c

b d
i j f

time

sp
ac
e

Need to consider the other time ordering  ( b emits x' and then a absorbing x' )

Similarly ...

In Q.M., need to sum over matrix elements corresponding to the same final state :

Energy conservation:

a ga
c

using

Lorentz-Invariant!!



The 4-momentum,      , carried by the (virtual) particle is determined from 
Energy / Momentum conservation at the vertices. 

Note :          can be either positive or negative. 

Feynman Diagrams5
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a c

b d
time

sp
ac
e a c

b d
time

sp
ac
e

a c

b d

The sum over all possible time-orderings → Feynman digram

• Time flows from Left to Right 
• Everything in between Initial state and Final state shows how the interaction happens

• Energy and Momentum are conserved at each interaction vertex 

• The factor                         is "Propagator";  It arises naturally from the discussion of MEfi

The fundamental strength of the interaction at two vertices :   
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For elastic scattering:

a c

b d q2 < 0 termed “space-like”

Here “t-channel”

In CoM:

q2 > 0 termed “time-like”

Here “s-channel”

"virtual particle" is exchanged
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Consider the interaction of an electron and a tau lepton by exchanging γ e–

t–

e–

t–
The spin of electron, tau as well as the spin (polarization) of the virtual γ 
 to be taken into account

The interaction between a photon and a charged particle is introduced by 
making the minimal substitution.       
In classical physics :  

In QM : 

Make substitution : where

The Dirac eq.

then,

mass + Kinetic Energy Potential EnergyPotential Energy of a charged 
spin-1/2 particle in an EM field



e- τ- scattering : Matrix Element8
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e–

t–

e–
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a c

b d

For the spin-less interaction

gb

=

ga

=

In QED we could go through the procedure of summing the time-orderings 

using Dirac spinors and the expression for 

( Don't forget some over all photon polarization )

Interaction of e- 
with photon

Interaction of τ- 
with photon

mass = 0 photon propagator 
summing over  polarizations

γ propagator : The sum over the polarizations of the VIRTUAL γ has to include longitudinal and scalar 
contributions, i.e. 4 polarization states

and gives : ( It is not trivial but can be derived. For the moment, just take it on trust )
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The invariant matrix element :

Using the definition of adjoint spinor : 

the combination of spinor and γ-matrix,               , can forms contravariant 4-vector

showing M is Lorentz Invariant.



The Feynman Rules (for QED)10
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• Propagator factor for each internal line 
- i.e. each internal virtual particle 

• Dirac spinor for each external line 
- i.e. each incoming / outgoing real particle 

• Vertex factor for each vertex

outgoing particle

outgoing antiparticle
incoming antiparticle

incoming particle

spin 1/2

spin 1 outgoing photon
incoming photon

External Lines

Internal Lines (propagators)
µ n

spin 1          photon

spin 1/2       fermion

Vertex Factors
spin 1/2       fermion (charge -|e|)

Matrix Element              =  product of all factors
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g

additional note: 

• At each vertex the adjoint spinor is written first 
- For particles, assign an arrow (blue) pointing time-forwarding 
- For anti-particles, assign an arrow (blue) pointing to time-reversing 
- Follow the external line which has the arrow pointing outside, then assign adjoint spinor. 

- ( 3 &4 for t-channel, 2 and 3 for s-channel for the diagrams ) 
• Each vertex has a different index, and the        of the propagator connects the indices


