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1.本誌は、物性の研究を共同で促進するため、研究者がその研究・意見を自由に発表し

討論しあい、また、研究に関連した情報を交換しあうことを目的として、毎月 l回編

集・刊行されます。掲載内容は、研究論文、研究会・国際会議などの報告、講義ノー

ト、研究に関連した諸問題についての意見などです。

2.本誌に投稿された論文については、原則として審査は行いません。但し、編集委員会

で本誌への掲載が不適当と判断された場合には、改訂を求めること、または掲載をお

断りすることがあります。

3. r物性研究Jに掲載される論文の著作権は、物性研究刊行会に帰属することとします。

但し、著者が著作物を使用することをさまたげるものではありません。

4.本誌の論文を欧文の論文中で引用する時には、 BusseiKenkyu (Kyoto) 76 (2001)， 1. 

のように引用して下さい。

[原稿作成要領]

1.原稿は、原則として日本語に限ります。

2.投稿原稿は 2部提出して下さい。但し、研究会報告は l部で結構です。

3.別刷を希望の場合は、投稿の際に、 50部以上 10部単位で、注文部数・別刷送付先・

請求先を明記の上、お申し込み下さい。別刷代金については、刊行会までお問い合わ

せ下さい。

4. ワープロ原稿を歓迎します。原則として写真製版でそのまま印刷されますので、以下

の点に注意して原稿を作成して下さい。

1)用紙はA4を縦に使用。(印刷はB5になります。縮小率 86%)

2)マージンは、上下各約 3Cffi、左右各約 2.5Cffio 1ページに本文34行、 1行に全

角文字で 42字程度にして下さい。

3)第 lページは、タイトルはセンタリング、所属・氏名は右寄せにして、本文と

の聞に受理日を入れるので、余白を少しあけて下さい。

4)図や表は本文中の該当箇所に貼り込み、図の下にキャプションを付けて下さい。

5)体裁については、上記は一応の目安ですので、多少の違いがあってもかまいま

せん。

5.研究会報告の作成要領については、物性研究ホームページをご覧いただくか、刊行会

までお問い合わせ下さい。

干 606-8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学湯川記念館内

物 性 研 究 刊 行 会

Tel. (075)722-3540， 753-7051 

Fax. (075) 722-6339 

E-mail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp 

URL http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/-busseied/ 



編集後記

7月半ば過ぎまではかなり過ごし易い日が続き、例年の暑さはどこへやらと思って

いましたが、最近になってようやく夏らしくなってきました。クーラーが普及してい

るとはいえ、夏はペースを乱しがちなので、日々の習慣を維持することを心がけてい

ます。普段から冷たいものは飲まないようにしていますが夏といえども例外ではあり

ません。冷蔵庫に冷やしてある麦茶もお湯で割ります。(老人のようだと妻に榔捻さ

れますが。)

季節とは関係ありませんが、研究のことばかりを考えているとどうしても思考に新

鮮味が欠けてくるので、帰りの電車の 30分ほどの時間は努めて研究とは関係ない本

を読むようにしています。漫然と読むことも多いのですが、司馬遼太郎の「竜馬がゆ

くjには、はまりました。帰りの電車では疲れてうとうとすることがありますが、こ

の本を読み始めると眠気が覚めました。(この点ロシア文学は最悪ですが、なぜか気

分転換にはいいようです。)つまらない理由をつけて、これまで読んだことがありま

せんでしたが読まずして果てず安堵しました。印象深かったことのひとつは、坂本龍

馬が藩という枠にとらわれず日本人というより高い視点から思考していたらしいとい

うことです。当時それぞれが所属する藩の枠の中で思考することは当たり前で、西郷

隆盛ですら薩摩藩を離れて日本全体のことを考えるというようなことはしていなかっ

たようです口

こうした高い視点をもっ能力つまりメタ認知ですが、認知科学によるとこのような

メタ認知能力の高さがいわゆる頭の良さと関係していると考えられているようです。

自分を取り巻く環境がいまどのような状況にあるか、その中で自分はどう位置づけら

れているか、目標を達成するためにいま何をすればよいか、そうしたことを総合的に

判断し実行していく能力が坂本龍馬という人物は特に秀でていたように感じられます。

相手を説くに際しでも議論を用いず、相手の置かれている状況を鑑み、相手の利益の

観点から導く。薩長同盟も大政奉還も、このような人物でなければ到底なしえなかっ

た事跡です。

研究においても一気阿成にできるものは稀ですから、頭の回転よりむしろこうした

能力のほうが長い時間スケールでみた場合にはものをいいそうな気がします。

(T. M.) 
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会員規定

個人会員

1 .会費:

当会の会費は前納制になっています。したがって、 3月末までに

次年度分の会費をお振込み下さい。

年会費 9，600円
1st Volume (4月号-9月号)

2nd Volume (10月号-3月号)

振替用紙は毎年 2月号にとじ込んであります。振替用紙が必要な

場合は、下記までご請求下さい。郵便局の用紙でも結構です。通

信欄に送金内容を必ず明記して下さい。

郵便振替口座 01010-6ー5312
2. 送本中止の場合:

送本の中止は年度の切れ目しかできません。次の年度より送本

中止を希望される場合、できるだけ早めにご連絡下さい。中止の

連絡のない限り、送本は自動的に継続されますのでご注意下さ

し¥0

3. 送本先変更の場合:

住所、勤務先の変更などにより、送本先がかわる場合は、すぐに

ご連絡下さい。

4. 会費滞納の場合:

正当な理由なく 1年以上の会費を滞納された場合は、送本を停止

することがありますので、ご注意下さい。

機関会員

1 .会費:

学校、研究所等の入会、及び個人でも公費払いのときは機関会員

とみなし、年会費 19，200円です。学校、研究所の会費の支払い

は、後払いでも結構です。申し込み時に、支払いに書類(請求、

見積、納品書)が各何通必要かをお知らせ下さい。当会の請求書

類で支払いができない場合は、貴校、貴研究所の請求書類をご送

付下さい。

2. 送本中止の場合:

送本の中止は年度の切れ目しかできません。次の年度より送本

中止を希望される場合、できるだけ早めにご連絡下さい。中止の

連絡のない限り、送本は自動的に継続されますのでご注意下さ

し¥0

雑誌未着の場合:発行日より 6ヶ月以内に下記までご連絡下さい。

物性研究刊行会

干606-8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学湯川記念館内

電話 (075)722-3540，753-7051 
FAX (075) 722-6339 
E-mail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp 
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