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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、研究に関連した官報を交換しあうことを目的として、毎月 1国編

集-刊行されます。掲載内容は、誹究論文、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. 本誌に投稿された論文については、原知として審査は行いません。包し、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

断りすることがあ号ます。

3. I物性研究」に搭載される論文の著作権は、物笠研究刊行会に帰嘉することとします。

但し、著者が著作物を費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)， Lのように

引用して下さい。

[癌稿作成要領]

1.原稿は、原期としてヨ本語に譲ります。

2. 投稿原稿は 2部提出して下さいっ恒し、研究会報告は l部で結構です。

3. 朋尉を希望の場合は、投稿の際に、 50部以上 10部単位で、注文部数・ 5日制送付先・

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

せ下さいG

4. 原期として写真製版でそのまま印掛されますので、以下の点に注意して東稿を作成し

て下さい。

1)用紙辻 A4を縦に{吏用。(印刷は B5になちますc 縮小率 86%)

2)マージンは、上下各約 3cm、左右各約 2.5cmo1ページに本文 34仔、 1行に全

角文字で 42字程震にして下さい。

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

の開に受理日を入れるので、余白を少しあ汁て下さい。

4) 留や表は本文中の該当個所に貼り込み、国の下にキャプションを付けて下さい0

5) 体裁については、上記は一応、の日安ですので、多少の違いがあってもかまいま

せん。

5. 閉究会報告の作成要額については、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。

干る06-8502 京都市左京[K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 

Fぉζ(075)722-633ヲ

E-mail busseied@yukmぇra.kyoto-u.ac.jp

URL http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jpFbusseied/ 



編集後記

定かった夏も終わり、朝夕も大分涼しくなってきましたが、皆様、夏の疲れ法大丈

夫でしょうか?

7月後半に、とあるワークショッフで久しぶりにドレスデンに行った際、週末にハ

ンガり一人の友人に連れられて、郊外にちょっとしたハイキングに行ってきました。

この辺りは、フリークライミング老少しでもかじったことのある人なら誰でも知って

いる「エルベ砂岩塔群」がある所で、 15.6年ぶりに「岩遊び」を楽しみましたっこ

ういう所に来るといつも思うのは、ヨーロッパは f自己責任Jの文化が浸透している

ということです。司本なら、曲がりなりにもハイキングコースならば、未熟な入が事

故を起こさないように鎮や鉄梯子を数多く設置するはずですが、あちらでは驚く沼ど

その手の安全器具が少ないのです。おそらく口本とは逆の発想で、 f下手に補助器具

を設置すると本来足を踏み入れるべきで、ない人まで、入り込んで事故を起こす。それな

ら、初心者が安易な気持ちで登りに来ないようにしたほうが良い」ということなので

しょうくそれで、もやって来て事故老起こしても、それは自己責任ということですね)。

有名な観光地などでも、高い塔の上、断量絶壁なのに、捕ひとつない、などというこ

ともよくあります。「訴訟大冨」アメリカでは考えられないことですね。

10月には「蕗インフルエンザj流行がピークを迎えるという予測もあるようですっ

皆様もどうぞお気をつけください。

(五. T.) 

A
をつム
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会員規定

信人会員

1.会費:

当会の会費は話綿青IJになっています。したがって、 3月末までに

次年夏分の会費をお振込み下さい G

年会費 9，6∞円

1st Volume (4 月号~9 月号〉

2nd Volume (10月号~3 月号〉
振替毘紙は毎年 2月号にとじ込んであ句ますc 振替用紙が必要な

場合は、下記までご語求下さいっ郵{更局の吊紙でも結講です。通

信構に送金内容を必ず明記して下さい5

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巨しかできません。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c 中止の

連絡のない限り、送本は白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辻、すぐに

ご連絡下さいc

4. 会費滞納の場合:

正当な理由なく l年以上の会費を滞続された場合は、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、研究所等の入会、及び恒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c 学校、研究所の会費の支払い

は、後払いでも結構です。中し込み時に、支払いに書類(請求、

見積、続品書)が各{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、貴所究所の請求書類をご送

付下さい。

2. 送本中止の場合 E

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絡下さい。中止の

連絡のない限り、送本は自動的に謎続されますのでご注意下さ

し)0

建誌未着の場合:発行Eより 6ヶ月以内iこ下記までご蓮絡下さい。

物性研究刊行会

干606-8502 京都市左京豆北自)1I追分笥 京都大学揚JII記念館内

電話 (075) 722-3540唱 753-7051

FAX (075) 722-6339 

E-mail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.j 
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