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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

and Chirality (again)
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(1) Draw all possible Feynman Diagrams

There is just one lowest order diagram

e– µ–

e+ µ+g

e– µ–

e+ µ+
g

+ +…
+ many seconder diagrams + ...

(2) Calculate Matrix-Element for each diagram using Feynman rules

(3) Sum up the Matrix-Elements : 

( summing ME → the different diagrams having the same final-state can interfere either positively or negatively ) 

and then, square

• It gives the full perturbation expansion in αEM. 

• αEM ~1/137 :  the lowest order diagram dominates, it is sufficient to neglect higher order diagrams



Procedure of QED calculation (e.g. e+e- → μ+μ-)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

(4) calculate decay rate / cross section using formulae from Part.1

e.g. for a decay : 

for scattering in the C.M. frame

for scattering in the lab. frame

e– e+

µ+

µ–

Here, consider the process e+e–¦ µ+µ–

e– µ–

e+ µ+
g

the lowest order diagram Matrix-Element using Feynman rule :
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Last week, 4-vector Current was introduced :
having the same form

→ ME can be written using the electron and muon currents :
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In general, electron/positron are not polarized, i.e. equal number of positive & negative helicity states :

4 possible initial states

4 possible initial states  x  4 possible final states → 16 combinations

In practice, sum over all 16 combinations and then average over of the number of initial helicity states :

i.e. need to evaluate ( for all 16 helicity combinations ) In the limit of E >> mμ, only  
4 combinations give non-zero ME

In the CM frame : e+e–

µ+

µ–

LH- / RH- spinors for particle and anti-particle :
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In the limit of  E >> m, the spinors become :

The initial-state e- can either be in a LH or RH helicity state : i.e. 

The initial-state e+                         can be either 

Similarly for the final state μ- / μ+ which has polar angle of  "θ" / "π - θ" ( and choosing φ = 0 / π )

µ+

µ–

Now, we're going to calculate :

0 )

e– µ–

e+ µ+
g

e+e–

µ+

µ–
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µ+

µ–

µ+

µ–

µ+

µ–

µ+

RR RL LR LL

It is straight forward to show the 4 components of 

For example 

for the μ current of 

(               ) μ-

RH LH

very simple math.
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µ+

µ–
µ+

RL

RR
LL
LR

In the limit of  E >> mμ 

electron current : deduce from the muon current ...

To obtain electron currents, set  "θ = 0"

e– e+

e– e+
RL

LR
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e– e+
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e– e+

µ+

µ–

e– e+

µ+

µ–

RL → RL

LR → RL LR → LR

RL → LR

→ among 16 combinations, only 4 matrix-elements are non-zero :

RR

LR

RL

LL

Similarly :
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-1 +1cosq

e–
e+

µ+

µ–MRR

-1 +1cosq

e–
e+

µ+

µ–MLR

-1 +1cosq

e–
e+

µ+

µ–MRL

-1 +1cosq

e–
e+

µ+

µ–MLL

incoming electrons are unpolarized → all 4 initial helicity states are equally likely.

-1 +1cosq
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e+e–¦ µ+µ– Mark II Expt., M.E.Levi et al., 
Phys Rev Lett 51 (1983) 1941

pure QED,  O(a3)
QED  plus  Z 
contribution

Angular distribution becomes slightly asymmetric in higher 

order QED or when Z contribution is included
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giving the QED total cross-section of e+e- → μ+μ-

« Lowest order cross section
calculation provides a good
description of the data !

starting from the first principle, we have 
achieved the cross-section of e+e- → μ+μ- 

which is good to 1%
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Consideration about Spin 

ME in Lorentz Invariant form
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µ+

µ–MLR

-1 +1cosq

e–
e+

µ+

µ–MRL

-1 +1cosq

e–
e+

µ+

µ–MLL

Angular dependence of the QED electron-positron ME can be understood in terms of angular momentum 

The allowed helicity states of ee → interact in a spin state with Sz = +/- 1 :  
i.e. a total spin 1 state aligned along the z-axis :              or   

The μ+μ- are produced in a total spin 1 state 
aligned along an axis with polar angle θ

Hence where     corresponds to the spin state,             in terms of eigenstates of  

It can be shown that : 

can be derived
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using the wave-function for Spin-1, the angular dependence of ME can be understood :

-1 +1cosq

e–
e+

µ+

µ–MRR

e–
e+

µ+

µ–MLR

-1 +1cosq



Lorentz-Invariant form of ME16

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

The matrix element is written by using the muon angle, θ, in the CM frame :

The ME is Lorentz Invariant. Good to write in a frame-independent form. (i.e. L.I. 4-vector scalar products)

It is valid in any frame

the same result as the one in p.10 is obtained
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Chirality
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The helicity eigenstates for a particle / anti-particle for  E >> m are :

Define the matrix : 

In the limit  E >> m  the helicity states are also eigenstates of 

In general define the eigenstate of      as LH / RH CHIRAL states :

ONLY in the limit  E >> m

• In general, Helicity eigenstate  !=  Chiral eigenstates 
• ONLY in the relativistic limit the chiral eigenstates correspond to the helicity eigenstate 
• Chirality is important in the structure of QED, and any interaction of the form 
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In general the eigenstates of  
the chirality operator are :

Here, define the PROJECTION operator :

The PROJECTION operators project out 
the chiral eigenstate

projects out RH particle states and 
projects out LH anti-particle states

We can write ANY spinor in terms of its 
LH and RH chiral components :

In QED the basic interaction between a fermion and photon is :

Decompose the spinors in terms of LH and RH chiral components : 

It is easy to show : using

zero zero

Only certain combinations of CHIRAL EIGENSTATES contribute to the interaction
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Scattering:

Annihilation:

R R L L

L

RL

R

“Helicity conservation”

In the relativistic limit : " Helicity eigenstates = Chiral eigenstates"
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東大マーク　基本型〈タテ〉

基本型〈タテ〉
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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
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https://bit.ly/2VA0iPX

I will upload a PDF file for the  
report before tomorrow morning
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→ then please send it to me


