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1.本誌は、物性の2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、親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-

k 研究に関連した諸問題についての意見などです。

2.本誌に投積された論文については、原期として審査は行いません。 桓し、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

断りすることがあ乃ます。

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

但し、著者が著作物を愛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 90 (2008)， 1.のように

引用して下さい。

[原種作蔵要領]

1.原稿は、原則として日本語に譲ります。

2. 投稿原積は 2部提出して下さい。担し、研究会報告は 1部で結構です。

3. 別樹を希望の場合辻、投稿の際に、 50部以上 10蔀単位で、注文部数・到崩送付先・

請求先を明記の上、お申し込み下さい。5JU塙代金については、清行会までお問い合わ

せ下さい。

4. ワープヨ原請を歓迎します。罪那として写真製版でそのまま印屈されますので、以下

の点に注意して原稿を作成して下さいっ

日用紙は A4を離に使沼。(印副は 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字軽度にして下さいっ

3)第 1ページは、タイトルは七ンタワング、所麗・氏名は右寄せにして、本文と

の間に受理日を入れるので、余白を少しあけて下さいc

母国や表は本文中の該当信所に貼り込み、国の下にキャプションを封けて下さい。

5)体裁については、上記は一定、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。

〒606-8502 京都甫左京fR北白川追分町

京都大学湯舟記念館内

物性石芳究刊行会

Tel. (075) 722-3540， 753-7051 

Fax. (075) 722-6339 

E】m司ail bussei民ed@yukawa.kyotωO回u.a広C.j

URL htt甲p://メrグwww2.yuk王awa.kyot初o-u.ac.j主p/-もbussei詮ed/



物性研究 91-5 (2009 -2) 

編集部より

2009年度 f物性研究J会費納入について

2009年度の「物性研究j の発行は下記の通りです。

Vol. 92 No.l -6 (2009年 4月号 ---9月号〉

Vol. 93 No.1-6 (10月号'"'-'2010年3月号)

語入会員は、郵便振替による前結制となっておりますので、 2009年度購読希望者

は、本号にとじ込みの蕗便振替用紙で、年額9，600円をお振込下さい。発送の準績

がるりますので、振込ほ 2009年 3月末までにお顕いします。

中止は巻の切れめしかできませんので、 2008年度 (Vol.91 No. 6まで〉で中止

を希望の方は、至急、ご連絡下さい。本人から中止の連絡のない場合は、自動的に

継続されますのでご注意ください。

2008年度の会費が去執の方(封筈に未結額を記載)，立、早急にお振込くださいま

すようお願いします。

機関会員{公費/請求書類の必要な場合)Iま、年額 19，200丹で、後払いが可能

です。詳績は下記にお問い合わせ下さい。購読の中止は巻の切れ巨しかできませんの

で、できるだけ早めにご連絡下さい。連結の無い場合は、自動的に継続となります口

〒 606-8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学湯川記念館内

物性研究明行会

Tel. (075) 722由 3540，753-7051 
Fax. (075) 722-6339 

郵梗振替口座 01010-6-5312 

E-mail busseied@yukawa.kyotか u.ac.jp

つ山ro 
phu 



編集後記

方丈記に f行くJIIのながれは絶えず、して、しかも本の本にあらずj と書かれたよう

に、須らく万物は万古不易ではない。この雑誌も 1943年に発刊された f物性議研究j

の発刊以来、変転漆転を経て 1963年より f物性研究jとして、基礎物理学研究所の協

力のもとに、物性研究刊行会で発刊され続けているが、それとて永遠に続く訳ではな

い。それを実感させる出来事が先だって起こった。愛読者であれば奥付の印刷所の項

目を見ていただければ、ごく最近、中西印尉に変わった事に気がつくかもしれない。

実は f物性研究j と f素粒子論研究j の部副を:s履いしていたショウワドウ・イープ

レスが年末に突然倒産してしまったのである。年明けになってショウワドウに連諮が

つかないということで軽いパニックになり、急速到の印尉会社にお願いした訳である。

世の中の不況の波をもろにかぶったのか、構造不況業種である印棋会社では避けられ

ない事件なのか、俄かに判断し難いが、ある種の象徴的な出来事であった。

実のところ、印刷所の倒産はおろか学術雑誌の統廃合というのは珍しいことではな

い。よく知られているように戦前の最も権威の高い雑誌だったドイツの rZeitschrift 

fur PhysikJはフランスの rJournal de PhysiqueJ 、イタリアの r:r向。iVOCimento Jと

合併してそれぞれの雑誌は消滅し、新しい rEuropean Physical JournalJとして生ま

れ変わった。しかしコミュニティの支えが乏しく rPhysical Review Letters Jの過半

数がヨーロッパ発であることを考えると新雑誌の運命も安関としていられない。これ

すらアメリカの rphysicalReview XJに飲み込まれる恐れもある。翻って日本では

古くから rProgressof Theoretical PhysicsJと rJournal of the Physical Society of 

JapanJが二つの物理学の雑誌として鼎立した状態になっている。 rProgressjに、久

しぶりにノーベル賞が出たと沸き立っているが、そういう一時的な盛り上がりはさて

おき、ヨーロッパで起こったことから鑑みても二雑話鼎立状態が長く続くとは思われ

主主い。むしろ必怒として統麗合のダイナミックスが生じると患った方が良い。今や論

文雑誌のサイテーションの統計や合併に伴う人口分布の変化を物理学者が論じる時代

である。このような雑誌の統廃合のダイナミックスも他人事として楽しめると良いの

であるが。

(H. H.) 
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発行人
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村瀬雅俊
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〒606-8502京都子宮左京区北白)11追分町

京都大学湯 JII記念館内

〒602-8048京都市上京区下立売通小JII東入ル

〒606-8502京都市左京区北白川追分町

京都大学湯 Jll記念館内



会員震定

個人会員

1 会費.

当会の会費は前納車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 9，600円
1st V olume (4 月号~9 J3 号)

2nd Volume (10丹号~3 月号)

振替吊紙は毎年2丹号にと己込んであります。振菩尼紙が必要な

場合辻、下記までご請求下さいG 郵便局の用紙でも結構です。通

信捕に送金内容を必ず暁記して下さい。

郵梗振替口産 01010-6-5312 
2 送本中主の場合:

送本の中止は年度の切れ巨しかできませんG 次の年度より送本

中止を毒望される場合、できるだけ早めにご達絡下さいっ中止の

連絡のない限り、送本辻自動的に継続されますのでご詮意下さ

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c

4.会費i革新の場合・

正当者理由なく 1年以上の会費を稽験された場合は、送本を停止

することがあ与ますので、ご注意下さいc

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

とみごとし、年会費 19，200円です。学校、罰究所の会費り支払い

は、後払いでも結構です。申し込み特に、支払いに書類(請求、

見積、納品書〉が名何通必要かをお知らせ下さい。当会の語求書

類で支払いができない場合は、貴校、貴研究所の語求書類をご送

付下さい。

2. 送本中立の場合:

送本の中止は年震の境れ日しかできません。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

連絡のない張号、送本は邑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:発行巨より Sヶ足以内に下記までご連絡下さいc

物 性研 究刊 行会

〒606-8502 京都市左京区北白JlI追分担7 京都大学湯川記念鎧内

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