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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、研究に関連した信報を交換しあうことを目的として、毎月 l囲編

集・刊行されます。掲載内容は、研究論文、研究会・冨襟会議などの報告、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、議集委員会

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. I物性研究jに掲載される論文の著作権は、物性研究刊行会に嬉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、 Bωsei Ke他界190 (2008)， 1.のよう

に 引用して下さい。

[原種作成要領]

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 I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。知樹代金については、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。原期として写真製版でそのまま印税されますので、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3cm、左右各約2.5cmo 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 1ページは、タイトルはセンタワング、所嵩・氏名は右寄せにして、本文と

の関に受理日を入れるので、余白を少しあけて下さい。

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

母体裁について辻、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/-るusseied/



編集後記

Geoffrey Ingram Taylor (1886-1975)はイギリスの応用数学・物理学者で、おそらく

20世紀で最も偉大な科学者のひとりです白流体の関与する様々な現象に関して、実験

および、理論の両面において本質的かつ先駆的研究の数々を成し遂げましたロ流体の不

安定性に関しては彼の名を冠する T句rlor-Couette，Rayleigh-Taylor， Safmann-Taylor 

などは大変有名です。乱流の研究においては統計的アプローチの重要性の指議、凍結

仮説、大気乱流の粘性測定などがあります。 Taylorが初めて指指した、国体の強度に

対する欠臨の重要性は、今日の国体力学の基本的概念です。回転流体における二次元

性を看破し、また流才工場中の溶質の拡散現象を解き明かしましたロ液滴il!:>るいは泡の

変形と安定性、混合液の粘性、電気流体力学における種々の不安定現象、さらには薄

膜、剥離現象の研究などはどれも今日のソフトマタ一物理における概念的基礎を形成

しています。また微生物の水中での運動を初めて理論的に取り上げ、低レイノルズ数

領域での運動学という実り豊かな分野を開拓しました。ここに挙げたものは依然とし

て、 Taylorの業績のごく一部にすぎません。その多くが多様な現代的分野へ発展して

おり、 Taylorの研究ははいまもその広さと深さにおいて圧倒的な影響力を示していま

す。 Taylorの研究の特筆すべき特徴のひとつは、連続体の関与する複雑多彩な非線形

現象に対して、一方で透徹した実験系をデザインし、他方で(ときに大変煩雑な計算

を伴った〉理論によって現象の本質に明快な物理的解釈を与えた点にあるだろうと思

われます。それは実験と理論の見事な調和とでもいうべきものです。

私自身は(研究壁はまだそれほどありませんが)これまで非平衡、ソフトマターや

生物の物理学に携わってきました。連続体力学はとうの昔に終わった学問だという声

もときおり耳にしますが、 Taylorの業績を振り返ると、古典物理学は今なお新鮮でま

すます輝きに満ちているという思いをあらたにします。地方、近年拡大型のプロジェク

ト研究に多額の科学予算が投入され、われわれ研究者は皆、最先端の“cutting-edge"

な研究を行うことを期待されているようです。さて華やかで刺激に満ちた 20世紀の

原子物理学の発展を Taylorがどのように横目にみたかわかりませんが、彼自身は生

前、生まれ変わってもまた f応用数学者jになりたいと語ったそうです。(参考文献と

してはたとえば、

Univ. Press，あるいはパワテイ2001年 7月号 fTaylorの業譲からみる現代古典物理

学j 拭 P.Brenner and H. A. Stone，木田重雄訳など。)

(H. 羽T.) 
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会員規定

彊人会員

1.会費:

当会の会費は前続事j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 9，61担問

1st Volume (4耳号---9月号)

2nd Volume (10月号---3月号)

振替用紙辻毎年2丹号にとじ込んであります。援菩用紙が必要な

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

信捕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EしかできませんG 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結下さい。中止の

連絡のない限り、送本は邑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 l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，硬究所等の入会、及び悟入でも公費払いのときは機関会員

とみなし、年会費 19，2∞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、糞校、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巨しかできませんO 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

〒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 
豆-mai1むU岱 eied@yukawa.主yoto・u.acJp
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