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• 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
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The differential cross section for "elastic" eq scattering : 
[ a quark carrying a fraction x of the proton momentum ]

Introduce parton distribution functions such that                 is the # of quarks of type "q" 
in a proton having the fraction of momenta  [ x : x + dx ]

Single Dirac 
proton

Three static 
quarks

Three interacting 
quarks

+higher orders

1 ⅓ 1 ⅓ 1 ⅓ 1

What "parton distribution function" is expected?
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Ultimately the PDFs are obtained from a fit to all experimental data 
• e-nucleon scattering 
• ν-nucleon scattering (Part 10) 
• Hadron-Hadron collision → g(x) : gluon PDF

• Valence quark contribution :

( apart from x~1 )

• For x < 0.2, gluons dominate

• Assuming for fitting 

•                           not understood

• Contribution of strange-quark is 
small 
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At the q2 the Rosenbluth expression for elastic scattering is :

From ep elastic scattering, the proton magnetic form factor is 

M
.B

reidenbach et al., 
Phys. R

ev. Lett. 23 (1969) 935

Due to the finite size of proton, elastic scattering at 
high-q2 is unlikely. Dominate inelastic reactions where 
proton breaks up.

p

e–

e–

X

q

q



• The final state hadronic system must contain at least one baryon which 
implies the final state invariant mass Mx > M

Kinematics of Inelastic Scattering6
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• The mass of the final state hadronic system is no longer the proton mass, M  ( = Mp )

We introduce kinematic variables,                ,, to describe inelastic scattering.

where (            ) Bjorken x ( later )

here

inelastic ( x = 1  elastic ⇔ M = Mx : The target proton is not broken )

Lab. frame

"y" is the fractional energy loss of incoming e-

y in the CM frame :
for ( neglect the proton and electron mass )

Lab. frame "ν" is the energy loss of e-



Relationship between Kinematic Variables7

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

One can rewrite the new variables using the squared CM energy, "s", for the ep collision
e– p

For a fixed CM energy, the four kinematic variables are not independent.

The scaling variables, x & y, can be expressed as :

and

• For a fixed CM energy, the kinematics are defined by any TWO of the variables (except y and ν )


• For elastic scatterings ( x = 1 ), there is only one independent variable. As we saw in Part 05, the electron 
scattering angle defines everything.

preparing for the next page  :

E1, E3, θ ... info. of e-
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Energy e- : 4.879 GeV (E1)  +  proton at rest : 
• Place detector at 10° and measure the energies of scattered e-  (θ , E3) 
• Kinematics fully determined from the electron energy and angle 
• The invariant mass of the final state is   

Elastic Scattering ( W = M (Mp))

Inelastic scattering ( W = MΔ ) 
proton excited states 
e.g. Δ+ (1232)

Deep Inelastic scattering 
proton breaks up DIS = large W
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Using different detector angles and beam energies → determine q2 dependence of cross-sections 
• Elastic scattering cross sections    : falls rapidly with q2 due to the proton form factors 
• Inelastic scattering cross sections : weak dependence on q2 

• Deep inelastic scattering cross sections :  almost independent on q2

• i.e. Form factor → "1" 

• i.e. Scattering with a point-like object  
( in the proton ) 



Elastic → Inelastic scattering cross section10
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Part 05 : Elastic scattering : Electron scattering angle, θ, determines the differential cross section

Rosenbluth formula

Using Lorentz invariant kinematic variables, the differential cross section in terms of Q2 can be written

Inelastic scattering : Two independent variables determine the cross sections → Double differential σ 
( The most general Lorentz invariant expression for ep → eX inelastic scattering )

The form factors are replaced by the STRUCTURE FUNCTIONS
Soon, we will see that they describe the momentum distribution of the quarks in the proton

In the limit of high energy  ( Q2 >> M2y2 )

(a)

as you did in the homework!!

f1 , f2 →
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X

q

q

In the Lab. frame, it is convenient to express the cross section using the θ & E3 of the e- ( well measured )

Electromagnetic 
Structure Function

(pure) magnetic 
Structure Function

derive!

from P.3In the Lab. frame
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To determine F1 and F2 for a given x and Q2, we need to measure the differential cross sections 
at several different scattering angles and electron beam energies

F2 v.s. Q2 at fixed x (= 0.25 )  :  ep scattering    →

Experimentally it is observed that both 
F1 & F2 are (almost) independent of Q2

Bjorken Scaling suggesting electron is scattering with a point-like constituents in the proton

It is also observed that F1 and F2 are not independent but satisfy 
the Callan-Gross relation

spin ½

spin 0suggesting the constituents have Spin-1/2



Quark-Parton Model13
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Before quarks and gluons were generally accepted, Feynman proposed that  
the proton was made up of point-like constituents : "partons" 

Bjorken Scaling & Callan-Gross relationship suggests "Deep Inelastic Scattering" is 

dominated by the scattering of a single virtual photon with a point-like Spin-1/2 constituents 
of the proton.

p

e–

e–

X

q

q
p

e–

e–

X

q

q

scattering with a proton 
having "structure functions"

scattering with a point-like 
parton (quark) in the proton

Elastic Scattering of 
"γ + quasi-free Spin-1/2 quark" 

( i.e. quark = free particle )
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In the "infinite momentum frame" :  i.e. proton has very high energy and the mass can be neglected

( quark mass is neglected as well )

Let the quark carries a fraction      (xi) of the proton's 4-momentum

p

The 4-momentum of quark 
after scattering

Bjorken x can be identified as the fraction of the proton 
momentum carried by the struck quark (in a frame where  
the proton has very high energy )

neglect parton's mass : mq



Differential cross-section (Q2)15
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p

e–

e– q
In terms of the proton momentum p2

For the underlying quark interaction 

i.e. elastic (assuming quark 
never breaks up)Previously derived the cross section of eμ → eμ ( t-channel ) 

elastic scattering in the ultra-relativistic limit :  applying the result to the eq → eq scattering

eq is quark charge: 

i.e.    eu = +2/3  ,  ed = -1/3

using
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The differential cross section for "elastic" eq scattering : 
[ a quark carrying a fraction x of the proton momentum ]

Introduce parton distribution functions such that                 is the # of quarks of type "q" 
in a proton having the fraction of momenta  [ x : x + dx ]

Single Dirac 
proton

Three static 
quarks

Three interacting 
quarks

+higher orders

1 ⅓ 1 ⅓ 1 ⅓ 1

What "parton distribution function" is expected?
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The cross-section for scattering with a "particular type of q" in the range of  [ x : x+dx ] is

Summing over all types of quark gives the expression for the e-p scattering cross-section

p.7 (a)

Comparing with the e-p scattering cross-section in terms of structure functions, F1, F2

measured structure function : F1, F2

quark distributions in proton

index "q" : running all the types of quarks in Proton
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Bjorken Scaling : independent to Q2   i.e. scattering with point-like particles

Callman-Gross Relation : spin-1/2 Dirac particle magnetic moment is directly related to 
the charge → "electro-magnetic" and "pure magnetic" terms are fixed each other

At present, PDF cannot be calculated from the first principle of QCD 
( αs is large → cannot use perturbation theory )

Measuring F1(x), F2(x) → The PDF can be determined 
For e-p scattering, we have 

u, anti-up, d, anti-d, ( s, anti-s, ... )
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For e-p scattering :

For e-n scattering :

Assume "isospin symmetry" :  neutron (ddu) is the same as a proton ( uud )

and define the neutron PDF in terms of the proton PDF
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Integrating F2(x)

fu is the fraction of proton momentum 
carried by the up and anti-up quarks

Experimentally :

• u-quarks carry twice the momentum of the d-quarks  

• The quarks carry "ONLY" ~50% of the total proton 
momentum. The rest is carried by gluons ( which 
cannot be probed by the e-nucleon scattering )



• The PDF of u-quark,                       , includes contributions from the 
"valence quarks" and the "sea quarks" ( produced by gluons ) 

• Resolving the contributions ( valence & sea ) :

Valence quarks and Sea quarks21
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• The proton contains two valence u-quarks and a valence d-quark :

• Sea-quarks : 
- There is no a priori expectation for the total # of sea quarks 
- Sea quarks arise from quark / anti-quark pair production from gluon with 

reasonable to expect : 

F2(x) in p.16
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Giving the ratio :

The sea-quarks arise from                 .  Due to the 1/q2 dependence of the gluon propagator, it 
is dominated by low energy gluons → sea-quarks are dominated by low-energy components

S(x) dominates

u(x) dominates(4+2) / (8+1) = 2/3

However, experimentally, the ratio → 1/4  ( not 2/3 ) as  x → 1 
which means  d(x) / u(x) → 0  ( as x → 1 )

The behavior is not understood ...  (remaining as a puzzle)

sea quarks are neglected
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Ultimately the PDFs are obtained from a fit to all experimental data 
• e-nucleon scattering 
• ν-nucleon scattering (Part 10) 
• Hadron-Hadron collision → g(x) : gluon PDF

• Valence quark contribution :

( apart from x~1 )

• For x < 0.2, gluons dominate

• Assuming for fitting 

•                           not understood

• Contribution of strange-quark is 
small 
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2 km

e± p27.5 GeV 820 GeV
Ös = 300 GeV

« DESY (Deutsches Elektronen-Synchroton) Laboratory, Hamburg, Germany 

H1

ZEUS

« Two large experiments : H1 and ZEUS
« Probe proton at very high Q2 and very low x
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pe+

jet

q

ëEvent kinematics determined
from electron angle and energy

ëAlso measure hadronic 
system (although not as
precisely) – gives some  
redundancy
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Earlier fixed target data

No evidence of rapid decrease of σ at highest Q2

For  x > 0.05,  weak dependence of F2 on Q2: 
It is consistent with the expectation from the 
quark-parton model

Clear scaling violations, particularly at low-x

Scaling Violation at low-x
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lnQ2

low x

high x

medium x

x

low q2

high q2

Small violation of Bjorken scaling is observed :

At high Q2 observe more low-x quarks

Explanation :  
At high Q2 (shorter wave-length) resolve finer structure → reveal quark is sharing momentum with 
gluons. It would be natural to see more low-x quarks at higher Q2


