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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・意見を岳畠に発表し

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、毎丹 l回編

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

ト、頭究に関連した諸問題についての意見などです。

2.本誌に投槙された論文については、原則として審査試行いません。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~こ掲載される論文の著作権は、物性研究刊行会に湾属することとします。
担し、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G

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。

[漂稿作或要額]

L 原稿は、原期として日本語に隈均ます。

2.投稿原稿は 2部提出して下さい。但し、研究会報告辻 1部で結講です。

3. 別艇を希望の場合は、投稿の擦に、 50部以上 10部単位で、注文部数・別尉送付先・

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

せ下さい。

4. ワープロ原稽を歓迎します。原尉として写真製販でそのまま印離されますので、以下

の点に注意して原稿を作成して下さいc

日用紙辻 A4 を縦に費用。(~言語5は B5 になります。縮小率 86%)

2)マ}ジンi立、上下各約 3cm、左右各約 2.5cmo1ページに本文 34行、 l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、奇麗・氏名は右寄せにして、本文と

の関に受理ヨを入れるので、余白を少しあけて下さい。

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

5)棒裁については、上記は一応の呂安ですので、多少の違いがあってもかまいま

せん。

5.謂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。

芋606-8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学湯JII記念館内

物性窃究刊行会

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/ 



物性研究 92 -2 (2009 -5) 

決算報告

2008年度の決算報告がこの程まとまザましたので、下記の通り、報告します。

物性研究編集長

2008年度決算書

(2008年4月1日-2009年3月31日)

1.収入の部 〈円)

区分 金額

前年度繰越額 5.870.781 

個人会費 1.016.6601 

機関会費 3.098.385 

思尉代金 27，500 

その他(著作権料等〉 16，588 

計 10，029，914 

3 年間収支差額 (円〉

区 分 金 額

収入額 4.159.133 

支出額 4，712，548 

差ヨL額 二竺恒三型5

2 支出の部 〈円}

区分 金額

~[J剤費 3.360.092 

送料等 341.997 

編集費 89.700 

事務費 118，125 

事務委託料 642，806 

別融制作費 159，828 

次年度繰越額 5.317.366 

I a.土 10，029，914 
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[物性研究]

編集長 各地編集委員

村議 雄俊 (京大・基研) 務自達誰 {北大・電子研〕
泉田 渉 (東北大・理・物理)

語集委員
都議陽一 {東大・理・物理〉
波多野恭弘 (東大・培震研〉

支木 武昭 (京大・理・物理) 笹本智弘 (千葉大・理・数学・情報数理)
品構 義鎮 (京大・理・物理) 語口雅章

(信州大・理宇物・理宙物理)地球)) 武末 真二 (京大・理・物理) 小西哲部 (名大・理・
松本 健司 (京大・理・物理) 湯}II 呈EAmb (慶大・理・
陰山 洋 (京大・理・化学〕 菰鯖 意5 (奈良女大・理・物理)
遠山 貴己 (京大・基研) 水島 鍵 (両大・理・物理)
戸塚 圭分 (京大・基研) 柴田達夫 (広大・理・数理分子生命)
早川 尚男 (京大・基研) 坂口英継 (九大・総理工・量子プロセス}
森成 隆夫 (京大・墓研) 関本 謙 (Paris第 7大学，応物用理数)学)
和田 浩史 (京大・基研) 大木容耕可 (Sheffield大学・
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会員窺定

植入会員

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丹末までに

次年度分の会費をお振込み下さい。

年会費 9，600再
1st V olume (4 月号~9 月号)
2nd Volume (目月号~3 月号)

援替用紙は毎年2月号にとじ込んでありますc 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講です。通

信欄に送金内容を必ず明記して下さいむ

郵便張番口堅 01010-6-5312 
2. 送本中tl:の場合:

送本の中止は年度の切れ目しかできません。次の年震より送本

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

"，。
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

ご連結下さい。

4.会費溝納の場合:

正当な理由なく I年以上の会費を滞納された場合は、送本を停止

することがあ与ますので、ご注意下さい。

機関会員

1.会費:

学校、研究所等の入会、及び、信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、硬究所の会費の支払い

は、後払いでも結講です。申し込み持に、支払いに書類(請求、

見護、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呂しかできませんむ次の年度より送本

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

連結のない限り、送本は岳動的に継続されますのでご注意下さ

V'o 

雑誌未着の場合:発行自よ ~J 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麓内

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