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e - p elastic scattering

1

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

e–
e–



e - p scattering2
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We're going to discuss "e-p scattering" as a probe of the proton structure 

( 1 )  e p → e p   elastic scattering 
( 2 )  e p → e X   (deep) inelastic scattering → Part 06

e–
e–

First consider a scattering with point-like particle  e.g.  e–µ– ® e–µ–
e–

µ–

e–

µ–

Reuse the result of e+e- → μ+μ-, and apply the "crossing symmetry"

e–

e+ µ–

µ+

e+e–¦ µ+µ–

µ–

e– e–

µ–

e–µ– ¦ e–µ–

e
+e
–¦

µ
+µ
–

e– e+ ¦ µ–µ+ e– µ– ¦ e– µ–

Replace p → p' 



e - μ scattering3
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東大マークには、使用時の最小サイズが設定
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下で使用すると、東大マークの再現性を著し
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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–
e–

µ–

µ–

The denominator arises from the propagator :  

as                     the cross section tends to infinity 

The numerator : reflects helicity structure of QED



Matrix-Element of e - μ scattering4
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i.e. no preferred polar angle spin 1 rotation again

e–
µ–

e–

µ–

MRR

-1 cosq +1

e–
µ–

e–

µ–

MLL

-1 +1cosq

e–
µ–

e–

µ–

MLR

-1 +1cosq

e–
µ–

e–

µ–

MRL

-1 +1cosq

• This is for the scattering of two point-like fermions (Spin = 1/2) in the relativistic limit 
• It will be used in the discussion of DIS ( Deep Inelastic Scattering ) 

• Here, we consider the scattering of electron & "composite" proton



electron - proton scattering5
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e–e–

p p

Relativistic limit cannot be applied and require general expression of the ME

e–

e–

e–

e–

• At very low electron energies : 
The scattering is equivalent to that from a "point-like" spin-less object

• At low electron energies : 
The scattering is equivalent to that from a extended charged object

• At high electron energies : 
The wave length is sufficiently short to resolve sub-structure. 
Scattering from constituent quarks are visible.

• At very high electron energies : 
The proton appears to be a sea of quarks and gluons.

In e p → e p scattering : The nature of the interaction of γ and the proton depends on λ

Probing the structure of Proton



Rutherford Scattering6
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下で使用すると、東大マークの再現性を著し
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e–
e–

(neglect proton recoil)

Low energy limit : 
• Recoil of the proton is (can be) neglected 
• Electron is non-relativistic

Start from RH and LH Helicity Spinors ( electron )

Define α :  Non-relativistic limit   :  α → 0 

Ultra-Relativistic limit :  α → 1

Possible initial state spinors ( θ = 0 , φ = 0 ) Possible final state spinors ( θ , φ = 0 )



electron current  //  proton current7
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e– e–

e– e–

e– e–

e– e–

Consider all 4 possible electron currents :

R→R 

L→L 

L→R 

R→L

• ( In the relativistic limit,  i.e. α → 1, "L → R" and "R → L"  are ZERO ) 

• In the non-relativistic limit, i.e. α → 0 :

R→R & L→L 

L→R & R→L

All 4 helicity combinations have non-zero Matrix-Element → Helicity eigenstates != Chirality eigenstates

The initial and final state of proton spinors ( NO RECOIL ) are  :

Solutions of Dirac eq. for a particle at rest

→ giving the proton currents :
Part 04



ME : Rutherford Scattering8
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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
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最小サイズ

01 02

The spin-averaged Matrix-Element :  summing over the 8 allowed helicity states [ 4 states (e) x 2 states (p) ]

p

where

In this limit, all angular dependence 
is in the propagator



Rutherford Scattering in the Lab. frame9

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
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最小サイズ

01 02

The formula of the differential cross-section in the lab. frame :  
( in Part 01 )

Here, electron is non-relativistic :  

Writing                         and the kinetic energy of electron as 

• It can be also derived by considering the scattering of a non-relativistic particle 
in a static Coulomb potential of the proton, V(r), without any consideration 
of the interaction due to the magnetic moments of the electron / proton. 

• We can conclude :  In this non-relativistic limit, only the interaction between 
the electric charges of the particles matters.

←    It is the normal expression of  
the Rutherford cross-section.



Mott Scattering10
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Target recoil is neglected  &  the scattered particle is "Relativistic"  ←  Mott Scattering

e– e–

e– e–

e– e–

e– e–

R→R 

L→L 

L→R 

R→L

Relativistic 
→ "Helicity conserved"

Using the proton current at rest : 

It's straight forward to obtain the result : 

Rutherford formula
with 

• It is derived from scattering of electrons in a static potential from a fixed point in space V(r) 
• The interaction is ELECTRIC rather than magnetic (spin-spin) in nature. 
• We still have not taken into account the charge distribution of proton.

Overlap between initial / final state 
electron wave-functions.



Form Factor11
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Consider the scattering of an electron due in a static potential ( an extended charge distribution )

The potential at      from the center is given by :

with

In first order perturbation theory, the ME is given by :

Fix      and integrate over          with substitution 

The resulting ME is equivalent to the ME for scattering 
from a point source multiplied by the form factor F(q2) :

if

Mott x F



Form Factor  ~  Charge distribution12
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、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
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Form factors - It's similar to diffraction of plane-waves in optics

The finite size of the scattering center introduces 
a phase difference between plane waves : 
" scattered from different points in space".

If wavelength is large with respect to the size of  
the charge distribution, all waves are in phase 
→ The target is point-like :  F(0) = 1 

point-like

unity

exponential

“dipole”

Gaussian

Gaussian

Uniform
sphere

sinc-like

Dirac Particle Proton 6Li

Fermi
function

40Ca

r

q2

If wavelength is very small w.r.t. the size 
→ The phases from different regions of the charge 
distribution vary rapidly → tend to cancel : F(0) = 0 
( i.e. elastic cross-section tends to ZERO at high q2)

p.20



point-like e-p elastic scattering w/ recoil13
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e–
e–

pp

Taking into account the proton recoil :   for the general case 

In page 5 :

using

Experimentally scattered electron is observed → eliminate p4

scalar products :
momentum conservation : 

o.k.

o.k.

Next Page



• a 

• For E1 - E3 :

e-p elastic scattering w/ recoil14
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01 02

note

The transferred energy to proton 

q2 is always negative → ( E1 - E3 ) is positive

o.k.

E1-E3

4th power of p1-p3



Interpretation ~ compare with Mott Scat.15
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so far, we have derived dσ/dΩ for ep → ep elastic scattering assuming point-like Dirac spin-half particle :

Mott Scat. is equivalent to scattering of 
electrons in a fixed electro-static potential. 
→ The term E3/E1 is due to the proton recoil

the new term :

Magnetic interaction due to the spin-spin interaction

"q2 and E3" can be expressed by the electron scattering angle "θ" (only)

e.g.  ep → ep at E1 = 529.5 MeV, look at scattered electrons @ θ = 75°

The peak energy supports the scattering as "elastic".

q2 (4-momentum transfer) can be calculated :



Elastic Scattering from a finite size proton16
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In general, the finite size of the proton can be accounted for by introducing two structure functions : 
• charge distribution : 
• magnetic moment  :  

The equation (p.14) is generalized to the ROSENBLUTH FORMULA :

where

( Lorentz Inv. )

• Here, the form factors are a function of q2 rather than      , therefore ... 
• It cannot be considered as the Fourier Trans. of the charge and magnetic moment distributions.

for we have and

However ...

In the limit, structure functions are the Fourier transforms of the charge and magnetic moment 
distributions

Spin-1/2 Dirac 
particle

Experimental 
measurement

p.14

Dirac Fermion



Measuring GE(q2) and GM(q2)17
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For the proton, it is expected that
The anomaly is an evidence that  

proton is not point-like!!

Express the Rosenbluth formula as :

The Mott cross-section w/ proton recoil 
It corresponds to scattering from a spin-0 proton

@ very low q2 : @ high q2 : 

In general we are sensitive to the both 
GE and GM. These can be resolved from 
the angular dependence of the cross-section 
at FIXED q2
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Example :  ep → ep @ Ebeam = 529.5 MeV
• electron beam energies chosen to give certain values of q2 
• cross sections measured with a precision of 2-3%

GM(q2) = 2.79GE(q2), 
Experimentally it is found

i.e. GE and GM have the  
same distribution



even higher energy ep scattering19
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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

Using electron beam @ SLAC ;   5 < Ebeam < 20 GeV

P.N.Kirk et al., Phys Rev D8 (1973) 63

e-

q

bending magnets 12m

High q2  Measure Detect scattered electrons using the 8 GeV spectrometer
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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

Point-like proton

A.F.Sill et al., Phys. Rev. D48 (1993) 29
R.C.Walker et al., Phys. Rev. D49 (1994) 5671

• Form factor falls rapidly with q2 
- Proton is NOT point-like 
- Good fit to the data with "dipole form"  (p.12)

• Taking Fourier Trans. find spatial charge and 
magnetic moment distribution

with

( corresponds to                            )


