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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呂的として、毎月 1罰編

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、議義ノー

ト、訴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. i物性研究jに掲載される論文の著作権は、物性研究刊行会に帰寓することとします。

程し、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持には、 BusseiKenkyu 90 (2∞8)， 1.のように

引用して下さい。

[原稿作或要顎]

1.原稿は、原期として日本語に限ります。

2.投手高原稿は 2部提出して下さい。 但し、研究会報告は 1部で結構です。

3. 5j1j崩を希望の場合は、投稿の際に、 50部以上 10部単位で、注文部数 e 別副送付先・

語求先を明記の上、お申し込み下さいc 別崩代金については、刊行会までお問い合わ

せ下さい。

生ワープロ原稿を歓迎します。原則として写真製販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を縦に費用。(印刷は B5になります。縮小率86%)

2)マージンは、上下各約 3cm、左右冬約 2.5cmo1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ページ辻、タイトルはセンタリング、所屠・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)図や表は本文中の該当悟所に貼り込み、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、上記は一応の呂安ですので、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、物性誹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 京都市左京亙北白川追分町

京都大学湯川記念鑓内

物 性 研 究 刊 行 会

Tel. (075) 722-3540， 753-7051 

Fax. (075) 722-6339 

E-mail 己u出ss詑el民ed@yukawa

URL ht仕tp://双www2.yukawa.kyot切0-弐廿u.ac.]担pFbussei詮ed/
F 



編集後記

5月は新型インフルエンザ騒ぎの丹でしたB 関西地区で初めて感染者が発見された

直後に大阪のモノレールに乗る機会が島りましたが、 9嵩方の乗客がマスクをしてい

るというすさまじい状況でした。私はマスクを持参するのを忘れたため、肩身の狭い

思いをしたものです。

関西への旅行・出張が大幅にキャンセjしされたため、ここ京都では観光が大打撃を

受けています由京都訪問が初めてのさ3客さんを連れて、 5月の末に清水寺、金閣寺、

二条域と案内してきました、いつもの年なら制肢を着た修学旅行の学生で賑わってい

るのですが、今年はほとんど見かけません。タクシーの運転手に話を開くと、修学旅

行関係の旅鎮など大変な状況になっていること D また延期された修学旅行は 8月の暑

い夏にシフトするのではとのことでした。真夏の諺学旅行もインフルエンザ以上に大

変だと入ごとながら心配しています白

皆様の所属されている大学・研究機関もインフルエンザ対策で右往左往したのでは

ないでしょうか?連休後は海外渡航延期勧告が出され、海外出張を取りやめた方も

多かったと患います。私も 6月半ばの海外出張をどうするかかなり悩んだのですが、

幸いなことに、 5月半ばには海外装航延期勧告の制騒が大幅に緩和されたため、出張

に出かけることにしました。(出張先の香港の大学からは感染国からの訪問者は到着

後7日開はマスクをすることを勧めるという案内が来ましたが。) 7月、 8月には国

際会議などで外国に行く機会も多いと思いますが、鍵康管理には十分注意したいもの

です。

(T. T.) 
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会員規定
娼入会員

1 .会費:

~会の会費は前納舗になっています。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~吉見号)

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号ますむ振替用紙が必要な

場合は、下記までご請求下さいむ郵費高の用紙でも結携です。通

信橋iこ送金内容を必ず明記して下さい。

部梗振替日産 01010-6-5312 
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。次の年度より送本

中止を希望される場合、できるだけ皐めにご連絡下さい。中止の

連結のない眠り、送本誌自動的に継続されますのでご注意下さ

しミc

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i帯納の場合:

正当な理由なく l年以上の会費を溝納された場合は、送本を停止

することがありますので、ご詮意下さい。

機関会員

1.会費:

学校、研究所等の入会、及び舗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、後払いでも結講ですむ申し込み時に、支払いに書類(請求、

見積、納品書)が各f可通必要かをお知らせ下さいc 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

付下さい己

2. 送本中止の場合:

送本の中止は年度の切れ百しかできません。次の年度よ与送本

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

連結のない摂り、送本は自動的に継続されますのでご注意下さ

し玉。

雑草未着む場合:発行自より Sヶ男以内iこ下記までご連絡下さい司

物性研究刊行会

干606-8502 京都市左京区北白111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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