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• All the interactions between fermions and bosons (spin-1) in the SM are specified by the 
principle of LOCAL GAUGE INVARIANCE 

• Q.E.D. ;  require physics is invariant under local phase transformation of particle wave-func.

• The change of phase depends on the spca-time coordinate: 

- Dirac e.q.,                              , is transformed as  

- To make the Dirac e.q. invariant under the transformation,  
we NEED to introduce Aμ ( a massless gauge boson ) 

- To introduce the new field the Dirac e.q. has to be modified 

- The modified Dirac e.q. is invariant under the transformation, IF ...

GAUGE INVARIANCE

• Gauge Invariance of the new field is necessary to keep any physical predictions unchanged for

• As the principle of invariance under local phase transformations specify the interaction 
between a fermion and the gauge boson (i.e. photon)

Interaction Vertex : Q.E.D.

The local phase transformation of QED,                                  , is U(1) transformation Extend!
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• Suppose there is another fundamental symmetry of the universe:

"Invariance under SU(3) local phase transformations"
- require invariance under 

are the eight 3x3 Gell-Mann matrices introduced in Part 07

are 8 functions taking different values at each point in space-time

8 x Spin-1 Gauge Boson

wave-function is vector in COLOR SPACE :  "QCD"

• QCD is fully specified by requiring invariance under SU(3) local phase transformation

It corresponds to rotating states in color space 
about an axis whose direction is different at every space-time point

interaction vertex : 

- Predicts 8 massless gauge bosons ー the 8 gluons ( one for each λ ) 

- Exact form of interaction between gluons are predicted i.e. 3 and 4 gluon vertices
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• QCD is similar to QED, but with 3 conserved "color charges"

In QED:
• The electron carries a unit of charge "-e" 
• The positron carries a unit of charge "+e" 
• The force is mediated by a massless gauge-boson "γ"

In QCD:
• The quarks carry color charge:  
• The anti-quarks carry anti-color charge:  
• The force is mediated by massless gluons

In QCD, the strong interaction is invariant under rotations in color space

SU(3) color symmetry ( note : this is "EXACT" symmetry, which is 
different  from the flavor symmetry of "uds" )

• Represent SU(3) color states of              as:
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quarks anti-quarks

• Color states can be labelled by two quantum numbers : 

- color isospin :  

- color hypercharge :
Exactly analogous to labelling uds flavor states by I3 and Y
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• So far, all the observed hadrons are "colorless" 
- a free quark is never observed ( which carries color charge ) 
- consequently quarks are always found as "bound states colorless hadrons"

Color Confinement Hypothesis:  "Only Color Singlet states can exist as free particle"

- All hadrons must be "colorless"  i.e. color singlets 
- The color wave-f. for hadrons can be obtained by using the results of the SU(3) flavor to 

the SU(3) color with replacing: 

- The ladder operators for color :  

g r

b
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• It is important to understand the meaning of "singlet state" 

• Consider sing states obtained from two particles with Spin-1/2 
- Four spin states : 

- Four eigenstates of  spin-1 
triplet

spin-0 
singlet

• The singlet state is "Spin-0": It has ZERO angular momentum. It is invariant under SU(2) spin 

transformations. Applying the ladder operators, then yield ZERO.

• Similarly "COLOR SINGLETS" are colorless combinations: 

- having ZERO color quantum numbers                                    ( ← not sufficient to be satisfied ) 

- invariant under SU(3) color transformations 

- applying ladder operators,                         , yield ZERO
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• Consider color wave-functions of Mesons : 
• The combination of color and anti-color is identical to the case of the "uds" flavor symmetry

color octet color singlet

"Color confinement" implies that hadrons only exist in color singlet sates

the color wave function for mesons



• The singlet color wave-func. is : 
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• Question : Do qq bound states exist? It's equivalent to asking "Is it possible to form a color 
singlet from two color triplets?" 

• Following the discussion to construct baryon wave-functions in SU(3) flavor symmetry

• No qq color singlet state exists → No color confinement → qq bound states do not exist  

•But qqq gives a color singlet state ( 10 + 8 + 8 + 1 )
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• Check if the state ψcqqq is color singlet? 
- It has                            
- Apply the ladder operator  

- Similarly 

( e.g.                 )

•ψcqqq is color singlet? : YES  -  qqq bound states exist

anti-symmetric color wave-function
as was assumed in the last week

• Possible color singlet states = Allowed Hadrons : 
•                          Mesons and Baryons 
•                          Exotic hadrons
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• In QCD, quarks interact by exchanging virtual massless gluons

qb

qr qb

qr qrqb

qr qb

qr qb

qr qb

rb br

• Gluons carry "color and anti-color"

qb qr qr qr

br rb rr

• Gluons color wave-functions (= color + anti-color) are the same as the ones for mesons (which 
is also "color + anti-color" )

OCTET + SINGLET

COLORLESS
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• Nine pseudo-scalar mesons  ⇒  Nine physical gluons ??

OCTET :

SINGLET :

• BUT, color confinement hypothesis : 
-  Color singlet states can exist as free particles 
➡ Color singlet gluon would be unconfined and behave like a strongly interacting photon 
➡ Infinite range Strong Force

• Observations so far :  Strong force is short range and therefore the physical gluons are 
confined. The color singlet state of gluon does not exist in nature.
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• In QED the photon does not carry charge of the EM interaction ( γ is neutral ) 

• In QCD the gluons carry "color charge" 

- New Vertices in QCD  ( no QED analogues )
Gluon Self-Interaction

triple-gluon 
vertex

quartic-gluon 
vertex

• In addition to the q-q scattering, gluon-gluon scattering can happen 

example : a possible way of 
arranging the color flow
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• Gluon self-interactions are considered to cause "Color Confinement" 
• Conceptual picture : 

- Compare QED with QCD 
- "gluon self-interactions squeeze lines of force into a flux tube"

e+

e-

q

q

q q
• When try to separate two colored objects  e.g.  

✤ Form a flux tube of interacting gluons ~constant energy density ~1 GeV/fm  → V(r) ~ λr 
✤ Require infinite energy to separate colored objects 
✤ Colored quarks and gluons are always confined within colorless states 
✤ ( QCD provides explanation of confinement but not yet proven )



• e+e- colliders are useful to study QCD 
- Well defined production of quarks 
- QED process is well understood

QCD and Color in e+e- Collisions15
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e–

e+ q
g

q

• The cross-section of e+e- → μ+μ-  (Part 05) :   

• In e+e- collisions  all quark flavors for which root(s) > 2 mq are produced 
- Experimentally produced quarks are observed as "jets" 
- impossible to distinguish which jet comes from quark or anti-quark 

- Angular distribution of jets 

H
.J.B

ehrend et al., Phys Lett 183B
 (1987) 400

Quarks have Spin-1/2
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• Colors is conserved and quarks are produced as  

• For a single quark flavor and single color : 

• Experimentally observe hadron jets :  

• It's convenient to take the ratio to The factor 3 comes from colors

uds

udsc udscb

u,d,s:

u,d,s,c:

u,d,s,c,b:

The result is consistent with expectation

the factor 3 of colors
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• e+e- colliders are useful to study "gluons" as well

e–

e+ qg/Z

q e–

e+ q
g/Z

q

O
PA

L 
at

 L
EP

 (1
98

9-
20

00
)

e–

e+ q
g/Z

q

3 jet rate → αs

Angular distributions 
→ gluon Spin-1

4 jet rate & distributions 
→ QCD has SU(3) symmetry



The Quark - Gluon Interaction18

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

• Representing the color part of the fermion wave-functions

• Particle wave-functions including the color part : 

• The QCD  "qqg" vertex is :  

- The difference to QED is the insertion of  
3x3 SU(3) Gell-Mann matrices : λa 

- Isolating the color part   :

qq

colour i ¦ jGluon a

• → The fundamental Quark - Gluon QCD interaction can be written :

i, j = 1,2,3 are quark colours,       
a = 1,2,..8  are the Gell-Mann SU(3) matrices       
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Matrix Element    -iM =  product of all factors

External Lines
outgoing quark

outgoing anti-quark
incoming anti-quark

incoming quark

spin 1/2

spin 1 outgoing gluon
incoming gluon

Internal Lines (propagators)

spin 1  gluon

a, b = 1,2,…,8 are gluon colour indices
Vertex Factors

spin 1/2   quark

i, j = 1,2,3 are quark colours,       

+ 3 gluon and 4 gluon interaction vertices
a = 1,2,..8  are the Gell-Mann SU(3) matrices       
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• Example: QCD scattering of an up-quark and down- quark  

- Incoming and outgoing quark colors are labelled by i, j, k, l = {1,2,3} 

- In terms of color the scattering in Figure is : ik → jl 

- The 8 different gluons are accounted for by the color indices a, b = {1 to 8}

(or r,g,b)

Note:  The δ-function in the propagator ensures 
"a = b",  i.e. the gluon "emitted at a" is the same as that "absorbed" at b

• Applying the Feynman rules and getting the Matrix-Element :

where summation over a & b ( and  μ & ν ) is implied

summing over a & b using δ-function gives :

summing over all 8 gluons (repeated indices)

uu

dd
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QED

QCD

µ–

e–

µ–

e–

uu

dd

The QCD ME is same as the QED ME with replacing ...

or equivalently•

• QCD ME includes an additional "Color Factor"  → next page
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Gluons

• QCD color factors reflect the gluon states to be involved

rr

r r

①  Configurations involving a single color  [ e.g. ;  r, r  → r, r ]

• Only matrices with != 0 entries in ( 1, 1 ) position are involved

• Similarly 



• Similarly 
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②  Configurations where  quarks don't change color  [ e.g. ;  r, b → r, b ]
r r

b b

• Only matrices with != 0 entries in ( 1, 1 ) and ( 3, 3 ) position are involved

• Similarly 

③ Configurations where  quarks swap colors  [ e.g. ;  r, g → g, r ]

• Only matrices with != 0 entries in ( 1, 2 ) and ( 2, 1 ) position are involvedgr

g r
Gluons



• The QCD qqg vertex is written :

• Recalling the color part of wave-function : 
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• but C (rb → bg) = 1/4 Σ λa13 λa32 =0 → The color factor is ZERO 

④  Configurations involving 3 colors  [ e.g. ;  r, b → b, g ]

• Only matrices with != 0 entries in ( 1, 3 ) and ( 3, 2 ) position are involvedbr

b g Color is conserved

qq

• The color part is 

q q

indices "i j" are swapped 
w.r.t. the quark case

ref:  qqg (quark-gluon)

• Now consider "anti-quark" vertex : qqg
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q

q

QCD vertes : with

"quark - anti-quark" annihilation

q q

qq

q q

qq

q q

q q

e.g.

Summary of the color factors for the different diagrams

Color index of adjoint 
spinor comes first

p.22, p.23
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• Consider the process, "u+d → u+d", happens in the high-energy p-p scattering 
• There are nine color configurations of the colliding quarks and all are equally happens 
• Determine the "average Matrix-Element" 

‣ sum over all possible colors 
‣ divided by the number of possible initial color states p

p
u

u

d d

jet

jet

๏ The average color factor,                                               , is contained in the "average M.E." 

๏ For the case of  "qq → qq",   the average color factor is :
rr¦rr,.. rb¦rb,.. rb¦br,..

QED QCDσ ( eμ → eμ ) σ ( ud → ud ) :  α→αs  &  multiply by
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• Here,     is the center-of-mass energy of the q-q collision 

• To calculate the cross-section of "two jet events" 
- PDF needs to be known 
- All possible interactions need to be included
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pp ¦ jet jet + X
p p

q = 5.7-15o

q = 62-90o
D

0 C
ollaboration, Phys. R

ev. Lett. 86 (2001)

Measure diffractive X-section : 

• . 

• .

QCD predictions provide an excellent 
description of the data

• low-ET  : X-section is dominated by low-x 
partons → gluon-gluon scattering 

• high-ET : X-section is dominated by high-x 
partons → quark-anti-quark scattering
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-Q
+Q

--

-- -+

+
+

+
+

-+
-

+

- +

• "bare" charge of electron is screened by virtual e+e- pairs 
• It behaves like a polarizable dielectric

+ + +……

• In terms of Feynman diagrams :

• The same final state of all the diagrams 
➡  add M.E. amplitudes

• Giving an infinite series which can be summed and it is equivalent to a single diagram with 
"running" coupling constant :
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OPAL Collaboration, Eur. Phys. J. C33 (2004)

• You might worry that the coupling becomes infinite at

i.e.

However,  higher level symmetry effect GUT may 
come, quantum gravity effect may come at lower 
energy scale.

• In QED the running coupling constant increases very 

slowly: 

‣ Atomic physics (Q2 ~ 0)  1/α = 137.03599976(50) 

‣ High Energy : 1 /α (193 GeV) = 127.4 ± 2.1
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+ + + +…

Fermion Loop Boson Loops

• The situation is similar to QED. The presence of "Gluon-Loop" is the difference.

- To calculate the amplitude sum-up all the diagrams and negative interference may happen 
and the result can be smaller than the leading order diagram alone. 

- Bosonic loops interfere negatively

with = # of colors
= # of quark flavors

aS decreases with Q2



Running αs32

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

QCD
Prediction

• Measures αs in many ways 
- jet rates 
- DIS 
- τ decays 
- upsilon decays

As predicted by QCD, αs decreases with Q2

• At low Q2 ;  αs is large, e.g. at Q2 = 1 GeV2 find αs~1 
- Perturbation theory cannot be used. This is the reason why QCD calculation at low energies are 

difficult, e.g. properties of hadrons, hadronization of quark to jets, ... 

• At high Q2 ;  αs is small, e.g. at Q2 = Mz2 find αs~0.12 
➡ Asymptotic Freedom 
- can use perturbation theory and this is the reason that quarks behaves as they are 

quasi-free in DIS at high-Q2 (i.e. only weakly bound within hadrons)
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• QCD is similar to QED 

• But Gluon self-interactions are believed to result in color confinement 

• All hadrons are color singlets which explains why only observe 

• At low energies αs~1  → can't use perturbation theory 

• At high energy scales, smaller coupling  αs(100 GeV) ~0.1  → can use perturbation theory 

Where calculations can be performed, QCD provides a good description of relevant 
experimental data 

Mesons Baryons

Asymptotic Freedom



report July 1st → July 8th34

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


