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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

01 02

Symmetries and Quark Model
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• Symmetries play a central role in particle physics 
• One of the important goals is to discover the fundamental symmetries of our universe

• Apply the idea of "Symmetry - SU(3)" to "Quark Model" 
- Deriving hadron wave-function 
- Providing an introduction to the ideas of "Color" and "QCD" (Part 08) 

→ why hadrons only exist : q-bar q (mesons),   qqq (baryons),   {q-bar} x 3 (anti-
baryons)



Symmetries & Conservation Laws3

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

• Suppose physics is invariant under the transformation ( e.g. rotation )

• To conserve probability normalization:

Unitary

• Physical predictions to be unchanged by the symmetry transformation:

"U" commutes with the H

• Now consider the infinitesimal transformation                            (ε is small)

( G is called the generator of the transformation )

• U to be unitary:

Symmetry ⇔ Conservation Law

Each symmetry of nature → an conserved quantity
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• Infinitesimal spatial translation : 

expect physics to be invariant under 

The generator of the symmetry transformation : is conserved

Translational invariance ⇔ Momentum Conservation

• In general the symmetry operation depends more than one parameter : 

e.g.

• So far we have considered an infinitesimal transformation, however a finite transformation 
can be expressed as a series of infinitesimal transformations
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• Heisenberg:  Proton is similar to Neutron in terms of mass, nuclear force apart from "charge" 
There is no way to distinguish "proton" from "neutron" if we could "switch off" the charge

• Proposed the n / p should be considered as two states of a single entity; nucleon

• Analogous to the spin-up/-down states :   ISOSPIN symmetry 
- Expect physics is invariant under rotations in this space 
- Proton and Neutron from an ISOSPIN doublet 
- Total ISOSPIN  I=1/2  and  third component I3 = ± 1/2

Extend the idea to the Quarks
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• Assume the strong interaction treats all quark flavors equally ( it does in reality ) 
• mu ~ md: From the view point of strong interaction, nothing changes if all u-quarks are 

replaced by d-quarks and vice versa. 

Choose the basis 

Express the invariance of the strong interaction under  u ⇔ d (as invariance under "rotations" 
in an isospin space )

The 2x2 unitary matrix depends on 4 complex numbers, i.e. 8 real parameters 
 ( but 4 constraints from U+U = 1 ) → 8 - 4 = 4 independent parameters 
→ 4 linearly independent 2x2 matrices representing the generators of the transformation

• In the language of "Group Theory",  the 4 matrices come from the U(2) group

One of the matrices is U(1) transformation corresponds to multiplication 
by a complex phase ( no flavor transformation )

Remaining 3 matrices from SU(2) 
w/ det U = 1

( Pauli Spin matrices is chosen as linearly independent matrices )



• In terms of Isospin :

Properties of Isospin7
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• The proposed flavor symmetry of the strong interaction has the same properties as SPIN

• Define ISOSPIN :  

✓ Check if it works for an infinitesimal transformation:

U is Unitary and  has unit determinant as required!!     o.k.!

• Isospin has the same properties as Spin :

• It is convenient to label the states w/ Total Isospin I and the third component I3

d u In general
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• "Ladder Operator" is defined as ...

u ¦ d d ¦ u

• Step up/down in I3 until the end of multiplet :  

• Combination of Isospin :  e.g.  what is the isospin of a system of two d-quarks?  It is 
analogous to combination of spin  ( i.e.  angular momentum ) 
- I3 additive :  
- I in integer steps from                      to

• Symmetry of Strong Interaction → Conserved quantities 
‣ I3 and I are conserved ( analogous to conservation of Jz and J for angular momentum )



• To obtain the           state use ladder operators :

Combining Quarks9
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• Goal :  derive proton wave-function 
- Combine 2-quarks then combine the 3rd quark 
- Requirement :  fermion wave-functions are anti-symmetric

• Isospin is useful to define states of multiple quarks → 2-quarks

2 states with I3 = 0

• The final state           is orthogonal with 

• A triplet of Isospin-1 states + a Singlet Isospin 0 state 

Symmetric under 
interchange of q1 and q2

Anti-Symmetric under 
interchange of q1 and q2
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• Now add an up or down quark to each of the 4 two-quark states : 
→ two new Isospin states with                      for each

6 2
• Use ladder operators and orthogonality : group the 6 states into isospin multiplets 

e.g. step up from ddd to obtain I=3/2 states

•  6  states: use orthogonality to find 

•  2  states: give another                doublet

I=3/2 seriese



• The eight states :   
are grouped into an isospin quadruplet and two isospin doublets 

✓  Different multiplets have different symmetry properties

Symmetry Properties v.s. Different Multiplets11
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 S  

 MS 

 MA 

quadruplet : Symmetric under the 
exchange of ANY two quarks

doublet (I=3/2) : Symmetric for 1 ⇔ 2

doublet (I=1/2) : Anti-Symmetric for 1 ⇔ 2

✓   Mixed symmetry states, MS and MA, have no definite symmetry for 1 ⇔ 3
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• The same math. can be applied to Spin wave-functions for a  "3 x Spin-1/2" particles

 S  

 MS 

 MA 

quadruplet : Symmetric under the 
exchange of ANY two quarks

doublet (I=3/2) : Symmetric for 1 ⇔ 2

doublet (I=1/2) : Anti-Symmetric for 1 ⇔ 2

Let's form total wave functions for combination of 3-quarks!
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• Quarks are fermions. The total wave-function should be Anti-Symmetric under the interchange 
of ANY two quarks 

• The total wave-function :   

• The color wave-function for all bound qqq states is Anti-Symmetric (Part 08) :  accept for now 

• Here we consider the Ground State Baryons where there is no internal orbit angular momentum 
- For L=0 the ηspace is symmetric  (-1)L

Anti-Symmetric

to be Symmetric
overall Anti-Symmetric

Two ways to from a totally Symmetric 

①  combine Symmetric-spin and symmetric-Isospin wave-functions

Spin 3/2 
Isospin 3/2
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②  combine mixed symmetry Spin and mixed symmetry Isospin states

It is "easy" to notice the linear combination, , is totally Symmetric 

( 1 ⇔ 2 , 2 ⇔ 3 , 3 ⇔ 1 )  

Spin 1/2 
Isospin 1/2

• For completeness, e.g. the Spin-up proton wave-function is :

Not always necessary to use the fully symmetric proton wave-function, 
 e.g. the first 3 terms are sufficient for calculating the proton magnetic moment
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• The u,d quarks and u,d anti-quarks are represented as Isospin doublets

• Consider the effect of ladder operators on the anti-quark isospin states

( for the case of quarks )
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• Let's construct meson states from combinations of u/d quarks

• The combination of Isospin The bar indicates this is the 
Isospin representation of an 
anti-quark

• To obtain the I3 = 0 states, use ladder operators and orthogonality

Orthogonality gives :



• A singlet state is a "dead-end" from the view point of "ladder operators"

Light ud Mesons17
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• To summarize :

Triplet of I=1 states Singlet of I=0 state

quark 
doublet

anti-quark 
doublet

similarly
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• Extend the idea to include s-quark.  Since ms > mu, md → no exact symmetry 
• but ms is not too different from mu, md and can treat strong interaction as if it were symmetric 

under u ↔ d ↔ s   ( and resulting hadron states ) 

• Any results obtained from the assumption are APPROXIMATE as the u,d,s symmetry is not exact

- The assumed uds flavor symmetry can be expressed as :

- The 3x3 unitary matrix has 9 complex numbers (= 18 parameters) and 9 constraints from Unitarity

Can from 9 linearly independent matrices from U(3) group

• As before one matrix is the "identity multiplied by a complex phase" ( no interest in flavor sym. ) 

• The remaining 8 matrices have det U = 1 and from SU(3) group 

• The 8 matrices (the Hermitian generators) are :   

• In SU(3) flavor, the 3 quark states are represented by
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• In SU(3) flavor symmetry ( u, d, s ) contains SU(2) flavor symmetry ( u, d ) : It allows us to write 
the first three matrices :

u 1 di.e.

• The third component of Isospin is written applying u, d, s

⇒  I3 is counting Nu - Nd
• Ladder Operators :

d u
• Consider the matrices for the u ↔ s  and  d ↔ s

u 1 s

d 1 s

In addition to λ3, two other  
traceless diagonal matrices  
can be considered 

However the 3 diagonal matrices 
are NOT independent
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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

• Define the 8th matrix, λ8, as the linear combination: d u

sIt defines the vertical position in the 2D plane

Two axes (i.e. two quantum numbers) are necessary 
to specify a state in the 2D plane :  ( I3 , Y )

• The 6 other matrices from six ladder operators :

d u

s

u 1 d

u 1 s

d 1 s
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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

d u

s

du

s

quarks

anti-quarks

anti-quarks have opposite sign SU(3) flavor quantum numbers!
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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

d u

s

s

SU(3) LADDER
OPERATORS

• SU(3) uds flavor symmetry contains SU(2) ud, ds, su symmetries 

• e.g. consider u ↔ s symmetry "V-spin" which is associated  
s → u ladder operator

• Six ladder operators works as :

all other combinations give ZERO



Light (uds) Mesons23

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

• Use ladder operators T, U, V, to construct mesons from the 9 possible q q-bar states

• Thee three central states (Y, I3) = (0, 0) are obtained using the ladder operator and orthogonality. 
Starting from the outer states can reach the centre in six ways

- Only two of six states are linearly independent 
- There is one other state which is not part of the same multiplet, 

i.e. cannot be reached with ladder operators

- First, form two independent orthogonal states from : 
- Experimentally three light mesons ~140 MeV are observed : 
- Identify one state (π0) with the Isospin triplet 
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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 second state is obtained by taking the linear combination of the other two states & require 

orthogonal to the π0 :

• The third state can be obtained by requiring "orthogonal to ψ1, ψ2"

SINGLET

Combination of quark and anti-quark OCTET SINGLET

8 states are connected  
by the SU(3) ladder operators 

( same as the SU(2) SPIN triplet )

SU(3) flavor SINGLET is flavorless 
( In the case of SPIN, SINGLET has spin-0 )



Pseudo-scalar Mesons / Vector Mesons25

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

• Pseudo-Scalar Mesons ( L=0, S=0, J=0, P=-1 )

• Vector Mesons ( L=0, S=1, J=1, P=-1 )

SU(3) symmetry is approximate. The physical state with (I3, Y) = (0, 0) 
can be mixtures of the octet and singlet states.  

Empirically find :

singlet

(0, 0)

For the vector mesons, the physical states are found to be  
mixed ~ideally



• A symmetric sextet  &  anti-symmetric triplet are obtained

Baryons w/ uds26

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

• Construct Baryons from uds based on the multiplet structure (not deriving wave-functions) 

• First combine two quarks :

symmetric sextet anti-symmetric 
triplet

Same "pattern" as 
the anti-quark representation

• Bring the third quark!

Building baryons on the sextet and the triplet



Combining three quarks27

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

① Building on the sextet

② Building on the triplet

symmetric 
Decuplet 

Mixed symmetry 
Octet

3 8 13

6 3

Mixed Symmetry Octet Anti symmetric singlet

Very important for 
following discussion 
of COLOR (next wk.)

In summary, the combination of three uds quarks decomposes into



Baryon Decuplet28

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

BARYON DECUPLET (L=0, S=3/2, J=3/2, P= +1 )

S(1318)

Mass in MeV

X(1384)

D(1232)

W(1672)

Ground state baryon (L=0) : Spin=3/2 decouplet, symmetric flavor, symmetric spin

If SU(3) flavor were an exact symmetry, then all baryon masses are the same 
not in reality → due to broken symmetry



Baryon Octet29

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

BARYON OCTET (L=0, S=1/2, J=1/2, P= +1 )

939

S(1193)

Mass in MeV

L(1116)

X(1318)

Ground state baryon (L=0) : Spin=1/2 Octet, mixed symmetry flavor, mixed symmetry spin wave-f.

A totally symmetric wave-function, based on the anti-symmetric flavor singlet, cannot be formed 
( as there is no totally anti-symmetric spin wave-function for 3 quarks )
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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

• SU(2) ud,  SU(3) uds flavor symmetries are discussed 

• The flavor symmetries are approximate, however, it can be used to explain observed multiplet 

structure for mesons and baryons 

• In case of SU(3) symmetry results, predicted wave-functions should be treated with taking into 

account :  ms != mu, md 

• These ideas will be applied to Color and QCD in the next part
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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

check the flavor wave-function of these vector-mesons


