
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

表紙・編集後記・目次・裏表紙ほ
か

表紙・編集後記・目次・裏表紙ほか. 物性研究 2008, 89(4): 598-599

2008-01-20

http://hdl.handle.net/2433/110988



昭和42年11月14日第四種郵便物認可

平成20年 1月20日発行(毎丹 1呂20日発行)

物性硬究第89巻第4号

vol.89 no.4 

2008/1 

ISSN 0525-2997 



1.本誌は、物性の研究を共同で促進するため、新究者がその研究・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呂的として、毎月 1田編

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

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

断ちすることがあちます。

3. r物性研究jに掲載される論文の著作権は、物性研究刊行会に婦嘉することとします。

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 (瓦yoto)76 (2001)， 1. 

のように引用して下さい。

[原稿作成要領]

1.原積は、京期として日本語に限ります。

2.投稿原積は 2部提出して下さい。 111し、研究会報告は I部で結構です。

3.別劇を希望の場合は、投稿の際に、 50部以上 10部単位で、注文部数・別崩送付先・

請求先を明記の上、お申し込み下さい。関昂U{i;金については、刊行会までお'問い合わ

せ下さい。

4. ワープロ穿、積を歓送します。原賠として写真製販でそのまま印制されますので、以下

の豆、に注意して原稿を作成して下さい。

1)用祇はA4 を縦に使用。(印棋は B5~こなります。縮小率 86%)

2)マージン辻、上下各約 3cm、左右各約 2.5cmo 1ページに本文34行、 2行に全

角文字で 42字程度にして下さい。

3)第 1ページは、タイトルはセンタリング、所高・氏名は右寄せにして、本文と

の障に受理日を入れるので、余自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、匿の下にキャプションを付けて下さいC

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 京都市左京毘北白川追分町

京都大学湯川記念舘内

物性研究刊行会

Tel. (075)722-3540， 753-7051 

Fax. (075) 722-6339 

E-mail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.j予

U豆L http://www2~yukawa.kyoto-u.ac.jp/-busseied/ 
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掲示板

女「修士論文j募集女

f物性研究j誌では、各大学の物性分野の修士課程修了者の研究内容を紹介しています。

本年も 2007年度の穆士論文を募集します。学術的に鑑笹の高いもの、研究内容がユニー

クで面白いもののほか、研究は完成していないが今後に興味ある問題提起を含むものや、

Review的な力作など、特色のある穆士論文を投稿して下さい。

1 .募集締切 2008年3月31日 ( 月 ) 締 切 厳 守 i
2. 自鳶、他薦は問いません。

3.論文のコピーを 2部下記宛にお送り下さい。

4. 4月以降の連絡先を明記して下さい。 (E-mailアドレスは必ずご記入下さい。〉

積極的な投稿を歓迎しますが、掲載の可否については編集委員会にご一任下さい。

例年、判断基準として、論文の内容および分野間のバランス等を考麗しています。 掲

載が決定した論文については、以下のような対応を取らせていただきます。

1 .原期として、英文の修士論文は日本語に訳していただきます。

2.枚数の多いものは、簡潔な内容に縮めていただく場合や、写真印棋の都合上、

体裁を整えていただく場合があります。

3.現在のところ、本誌はカラー印崩はできません。カラー図版をご自分のホーム

ページに置いていただければ、 f物性研究j のホームページからリンクをはるこ

とができます。また、図を他の印尉物から転載している場合は、転載の許諾を

著者ご自身にお願いすることになります。

4.掲載された論文の著者には別尉50部を寄贈します。

[問合せ&送付先]

〒 606-8502 京都甫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/ 
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編 集後記

昨年の編集後記 (2007年1月号〉にはフランスのレンヌ第一大学に葱期(半月)滞

在のときに感じた日本人とフランス入の共通点と違いについて述べた.今年はより長

く(三ヶ月〉滞在する機会をえて，現在家族とともに生活している.昨年は，すべて

の会話〈挨拶〉を r000 la la? J (ジョークのつもり)でごまかしたが，さすがに三ヶ丹

ともなるとそうはいくまいと思い，それなりに電子辞書(音声付き)，ニンテンドー

DS (地球の歩き方フランス版)など購入してフランスに乗り込んだが，全く活きて

いない. 5歳の息子のほうが遥かに吸収が早く，買い物では f今の何ユー臼っていっ

た?Jなどと息子に開く始末でるる.

さて，今回の滞在で強く感じたことは fフランス入はおしんの心をもっているj と

いうことだ.とにかくフランス人は我慢強い.レストラン，祭りなどの露底，銀行，

駅のチケット売り場いたるところで長い行列ができるが，みんな不平を口にせず(し

ていてもわかりませんが)じっとしている.パリのターミナル叡の Iつ，サンラザ-

)y駅で夜9時に電車を降りて， 20人しか待っていないタクシー乗り場でまさか 1時間

半も待たされるとは思ってもみなかった.日本なら長い行列があれば， J吉側も客側も

なるべく，最小援の会話，用件のみですませようとするが，フランスでは(荷を会話

しているかわからないが)表情から察するに明らかに雑談をしている.待たされてい

るほうからしたら，余計にいらいらする光景である.ただ自分のj頭番がまわってくる

と話は別である.日本への一時帰国を終え，レンヌに戻る途中に，大規模ストライキ

に巻き込まれ，電車のないモンパルナス釈で唖然としながら案内所に駆け込んだとき，

担当の男性が京テルを何件も探してくれた上に，高すぎると値下げ交渉もしてくれた.

我慢するのは司本人の専売特許と思っていたが逆ではないかと思い始めてきた.日

本人には opinionがないと郵捻されるが，それをもって我慢では話にならない.最近

の日本での大学の研究は，応用や実用化に近い一見華やかな研究に対してお金をばら

まく，合衆国型に近づいている額向にある.しかし，基礎研究は，うわべだけの華や

かさに振り回されない一途な忍耐が必要である.今年のノーベル物理学賞は， 8大磁

気抵抗効果を発見したアルベール・フェールとベーター・グワュンベルクに与えられ

た.彼らの発見が我々の日常生活を大きく変えたが，大事なのはこの発見が欧州型基

礎研究からうまれたことである.こちらのフランス入の知り合いが，フランスもそれ

なりには合衆国側に近づいてはいるが，今年の受賞で基礎研究はしばらく安泰だろう

とのこと.フランス(歌州?)の魅力を実感している.ただし，スト以外.

(直交夕、イマー)
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会員規定

僅人会員

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

次年震分の会費をお振込み下さい。

年会費 9，600円
1st Volume (4 月号~9 )1号)

2nd Volume (10丹号~3 月号)

振蓄用紙は毎年 2)1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 01010-6-5312

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

連絡のない鼠り、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. 会費帯納の場合:

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D

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、

見讃、納品書)が各イ可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

連絡のない譲り、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E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

〒606-8502 京都市左京区北白川追分宵 京都大学湯111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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