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Leptonic Weak Interactions and 
Neutrino DIS
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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

50% of proton momentum is carried by quarks & anti-q 
→ gluons ( which don't interact with W-boson )
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Part 06 : e-p Deep Inelastic Scattering was discussed  -  virtual-γ is used to probe proton structure

Here, consider to probe proton structure with virtual-W boson → gain additional information

Neutrino Deep Inelastic Scattering

For νμ - p DIS, the underlying process is 

p X

q

q

In the limit q2 << mW2 the W-boson propagator is 

( In the limit where the muon and quark masses can be neglected )
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In this limit :  the helicity states = the chiral states

for and

Weak interaction conserves "helicity" 
→ the only helicity combination of ME != 0 is  :

using

in the relativistic-limit, only LH helicity particle states participate in the weak-interaction

Consider the scattering in the CM frame :

LH helicity spinors traveling to (θ,φ)

giving

RH RH
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Using the formula ( Part04 p.7)

Note :  ME is isotropic :  It is expected because the helicity 
combination is Sz=0 → No preferred polar angle θ*

Need to sum over all possible spin states and average over all possible initial spin states. Here 
• one spin combination (LL → LL) is possible 
• two initial state combinations are possible (νμ beam = LH, while d-quark LH:RH = 50:50 )

( Part01 :  2 + 2 )

RH d-quark does not participate in the charged current Weak Interaction
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using

integrating over
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ME in the relativistic limit :

In the limit, LH particle & RH anti-particle participate the Weak-Int.

non-zero ME is :

The interaction occurs in a total angular momentum of 1 state :

In a similar manner to the ν - quark scattering :

The factor can be understood as the overlap of the 
initial and final angular momentum wave-functionsIntegrating over solid angle dΩ* :

The factor 3 smaller than         , and not isotropic in terms of θ*



ν-q , (anti-)ν - (anti-)q scattering7

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 summary of non-zero amplitude of (anti-)ν and (anti-)q scatterings : 
( LH particles and RH anti-particles participate the weak-interaction )



In the relativistic limit, y can be expressed with the CM 
scattering angle θ* :

Differential cross-section8
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Differential ν-q cross-section in the CM frame :  can convert to L.I. form

As for DIS, use the L.I. parameter

In the lab. frame :  

Convert : using

In page 07 :

For anti-neutrino + q :



ν-proton cross-section9
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QED Weak

Interaction 
+ propagator

Helicity 
structure

ν - proton scattering :  d-quark   or   anti-u-quark

In the parton model, # of d-quarks in the proton in [ x : x+dx ] : 

The contribution of           to the ν-p X-section is is the CM energy of the 

The contribution of           to the ν-p X-section is⌫µū
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Summing the two contributions : 

anti-ν - proton scattering :  u-quark   or   anti-d-quark

ν-neutron X-section : 



ν / anti-ν + Nucleon cross section10
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As was done in Part 06, PDF in neutron is treated as :

For the target having the same # of protons and neutrons :

where
Similarly



CDHS experiment ( @ CERN 1976 - 1984 )11
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• 1250 tons 
• Magnetized iron modules 
• Separated by drift chambers

Study ν - DIS

N X

typical experimental signature
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Energy Deposited

Position

Hadronic 
shower (X)

Muon

•Measure energy of 

•Measure muon momentum
from curvature in B-field

ν-energy Eν and rapidity y can be determined for each event



CDHS - y distribution (y : Energy loss ratio)13
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p : uud 
n : udd
νN → only νd + νu however : 

•proton's d is expressed with d(x) 
•neutron's d is expressed with u(x) 

-
• Large contribution from quark components 
• Small contribution from anti-q components



Total cross-section14
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Integrating the expression of p.12

DIS cross-section is proportional to "s" : Eν

Measured cross-section of ⌫N & ⌫̄N
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&

Find :  

50% of proton momentum is carried by other partons 
i.e. gluons ( which don't interact with W-boson )

If no anti-q in proton reality : anti-quarks exist


