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1.本蕗は、物性の硯究を共同で促進するため、既究者がその研究・意見を自由に発表し

討議し為い、また、研究に関連した{害報を交換し島うことを目的として、毎丹 l昌幸雇

集・刊行されます。掲載内容は、研究論文、訴究会・毘際会議などの報告、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. 本諺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。 笹し、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

断りすることがあちます。

3. r物性萌究jに揚載される論文の著作権は、物性萌究刊行会に靖屠することとします。

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ちません。

4.本誌の論文を欧文の論文中でヲi沼する持に辻、 BusseiKenkyu 90 (2'∞，g)， 1.のように

引用して下さい。

[原穣作成要領]

1.原語は、原慰として弓本語に謀ります。

2.投稿累積誌 2部提出して下さい。担し、所究会報告は l部で結構です。

3.涜尉を希望の場合は、投稿の際に、 50部以上 10部単位で、註文部数・部劇送付先・

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

せ下さい。

4. 原期として写真製援でそのまま印輔されますので、以下の点に注意して累請を作成し

て下さいc

1)用紙は A4を離に穫用。(印離は B5~こな可ます。続小率 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、タイトんはセンタワング、所属・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っ

生)函や表は本文中の該当留所に詰ち込み、菌の下にキャプションを付けて下さい。

母体裁については、上記はー庄、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辻、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 京都高左京区北白川追分町

京都大学湯舟記念館内

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.jpFbusseied/ 



語 集 後 記

研究には情報叡集が欠かせません。特に研究の進展が早い分野では悟報収集能力の

違いが致命的となるときがありますG 私が興味を持っている鉄系高混超伝導体の分野

では、その発見以来、毎日のように最新の或果がブレプリントサーバ arXivに掲載さ

れています。 arXivのチェックを数日でも君、るものなら最新の靖報から取り残される

ような状況が続いています。

主主が研究を始めたころの文献検索・靖報収集は図書館でした。関連すると思われる

文献を訳もわからず山のようにコピーした記J憶があります。今はほぼすべての文献が

オンライン・ジャーナJレ化されているので図書館に行く必要もなく大変便利になって

います。そのため窪かな手間を惜しまなければ、雑誌の最新文献にアクセスーダウン

ロードすることができます。

高塩超伝導分野では最新情報をフォローしていないと他の研究者と議論ができない

という状況であったため、ある時期 arXivはもちろんのこと、メジャーな雑誌の最新

論文を毎日チェックしていました。ところが、あるときとんでもなく忙しい時期があ

り、そのため論文チェックを怠る期間が発生してしまいました。一度そのような期聞

が発生してしまうと主かなか元に戻れません。現在は、 arXivと週刊の雑誌を向とか

チェックしている状況です。

最新の惜報を得ることは、議論の幅を広げるとともに新しいアイディアの源泉とな

ります。「継続は力なり jの言葉どおり、これからも最新情報チェックを怠ることなく

継続するとともに、その重要性を大学院生など若い研究者に長えていきたいと考えて

いる今日この頃です。

(T. T.) 
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会員規定

悟入会員

1.会費:

当会の会費は前綿製になっています。したがって、 3丹末までに

次年喪分の会費をお援込み下さい。

年会費 9，600円
1st Volume (4月号~ヲ月号〉

2nd Volume (10月号~3 J3号〉
振巷用紙は華年2丹号にとじ込んであ号ますc 振替用紙が必要な

場合は、下記までご請求下さいg 郵梗局の用紙でも結構です。通

告構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巨しかできません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、送本は岳動的に継続されますのでご注意下さ

V"o 

3. 送本先変更の場合:

住所、勤務先の変更会どによ号、送本先がかわる場合は、すぐに

ご連結下さいc

4. 会費滞納の場合:

正当な理由なく l年以上の会費を藷納された場合辻、送本を停止

することがあ号ますので、ご注意下さいc

機関会員

1.会費:

学校、研究所等の入会、及び調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、後払いでも結構です。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9 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G 次の年度よち送本

中止を巷望される場合、できるだ汁早めにご連絡下さい。中止の

連絡のない隈り、送本は自動的に継続されますのでご注意下さ
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雑草ま蒼の場合:発行語より 6ヶ月以内に下記までご蓮絡下さい。

物性研究刊行会

干606-8502 京都市左京区北白井i追芳町京蔀大学湯JIl記念館内

電話 (075)722-3540， 753-7051 
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