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The Weak Interaction and V-A
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く損なう恐れがあり、表示を正確に伝達するこ
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The form of the Weak Interaction Vertex2
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The form of the interaction vertex is restricted due to the requirement of Lorentz Invariance

e.g. :  QED ( & QCD ) are "VECTOR" interactions :

In general, there are only 5 possible combinations of two spinors and γ-matrices ( L.I. )

which are called as 
"bilinear covariants"s SCALAR 

s PSEUDOSCALAR   
s VECTOR
s AXIAL VECTOR
s TENSOR

Type         Form  Components        “Boson Spin”
1 
1   
4
4
6

0 
0   
1
1
2

- In QED, the factor gμν arises from the polarization states of the virtual-γ :  (2J+1) + 1 

- SCALAR & PSEUDO SCALAR → interaction exchanging Spin-0 boson (no degrees of freedom in terms of spin)

• The most general of the interaction exchanging a Spin-1 boson is a linear combination of  
VECTOR (V) and AXIAL-VECTOR (A) 

• The from of Weak-Interaction is determined as V - A from experiments

V – A

e– ne



Parity Violation?3
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First, consider Parity transformation of a pure AXIAL-VECTOR current

where

sign :  unchanged

sign :  changed

• pure AXIAL-VECTOR :

• pure VECTOR :

Consider Matrix-Element:

For the combination of a two axial-vector current :

→ Parity is conserved for both pure "VECTOR" and "AXIAL-VECTOR" interactions

However the "combination" of a vector and axial-vector current :

→ The sign is changed : Parity violation!

Cross-term, 1&2, violates "Parity"



Parity Violation in the "V-A" current4
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Consider a general linear combination of VECTOR and AXIAL-VECTOR

apply Parity trans.

(gv != 0)  && (gA != 0) → Parity is Violated!

Relative strength of parity violating part :  

→ Maximal Violation for  "V-A" (or "V+A")

current 1

propagator

current 2



Chiral structure of QED  (skip)5
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In Part 04 :  Chiral projection operator was introduced

• In the relativistic limit :   Chiral states = Helicity states 

• Any Spinor is decomposed : 

• QED vertex :  

The chirality is conserved

• In the relativistic limit :  the following two combinations are non-ZERO

γ



Since                     projects out LH chiral particle states :  

Helicity structure of the Weak Interaction6
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The charged current ( W± ) weak vertex is :
e– ne

Writing                              and from the discussion of QED, 

Only the LH chiral components of particle spinors (and RH chiral components of 
 anti-particle spinors) participate in the charged current Weak Interactions

At the relativistic limit ( E >> m ), the LH chiral components are helicity eigenstates

LH particle         : Helicity = -1

RH anti-particle : Helicity = +1

In the relativistic limit only LH particles and RH anti-particles participate 
in the charged current interactions
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e.g.   in the relativistic limit, the only possible e - νe interactions are :

The helicity dependence of the weak interaction  ⇔  parity violation :    e.g. 

RH anti-particle LH particle RH particle LH anti-particle

valid weak-interaction never happens



Helicity in Pion Decay ~ the role of helicity8
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Experimentally :  

Considering the larger phase space,                        may be dominated, however it is not true.

Consider decay in pion rest frame : 

• Pion: Spin-0  →  the spins of        and        are opposite 
• (only) RH chiral anti-particle couples to Weak Interaction :   anti-neutrino mass ~ 0 
→ anti-neutrino has RH Helicity state 

• To conserve angular momentum, μ is emitted in a RH HELICITY state 
• HOWEVER, only LH chiral particle state participate in weak interaction



Helicity in Pion Decay9
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The general RH helicity solution to the Dirac eq. : 

Project out the LH chiral part using

o.k.

Similarly

→ 0 
(in the limit m << E)

→ uR 
(in the limit m << E)

RH Helicity RH Chiral LH Chiral
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RH Helicity RH Chiral LH Chiral

• In the limit  E >> m, the RH chiral state = RH helicity state 

• Although only LH chiral particles participate in the weak-interaction, the contribution 
from RH Helicity states is non-zero!

mn ≈ 0: RH Helicity  ≡ RH Chiral mµ ≠ 0: RH Helicity has 
LH Chiral Component

• Expect ME is proportional to LH chiral component of RH Helicity e/μ Spinor

easy to derive

• Because the electron mass is much smaller than mμ, decaying to electron is heavily suppressed



Experimental Evidence of V-A11
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• The V-A nature of the charged current weak interaction vertex :  determined experimentally

e.g.  charged pion decay
Experimental measurement

V-A or   V+A 

Theoretical predictions (based on Lorentz Structure of the interaction)

Scalar or   Pseudo-Scalar
.

e.g.  muon decay Measure electron energy and angular 
distributions relative to muon spin direction. 
Results expressed in terms of general 
S+P+V+A+T form in “Michel Parameters”e.g.  TWIST exp:  6x109 μ decays


Phys. Rev. Lett. 95 (2005) 101805

V-A prediction :  
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• In 1934, before the discovery of Parity violations, Fermi proposed, in analogy with QED,  
the ME for β-decay was of the form :

no propagator, an interaction at a point

• After the discovery of Parity violation in 1957, it is modified to :

• Compare to the prediction for W-boson exchange :

which is modified for q2 << mW2



Strength of the Weak-Interaction13
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It is measured most precisely in μ-decay
Here

To a very good approximation, the W-propagator can be written

One can measure

→

being aware that mW = 80.403 ± 0.029 GeV

using

• The intrinsic strength of the weak interaction is greater than the EM interaction ( 1/30 > 1/137) 

• The massive propagator, W-boson, makes it weak 

• For q2 >> mW2 weak interactions are more likely than EM



For lepton decay                 → propagator is a constant 

Lepton Universality14
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The leptonic charged current (W±) interaction vertices are :

Consider the muon decay :

i.e. the limit of Fermi theory

Here, the following treatment of 3-body decay is tricky and not particularly interesting, 
→ just quote the result :

Similarly for τ to e :

however, τ can decay to other final states



Lepton Universality15
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The total width is the sum of the partial widths :

Can relate partial decay width to total decay width

total decay width of τ
Therefore one can predict :

All these quantities are precisely measured :

Similarly by comparing 

Charged Current 

Lepton Universality


