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1.本誌は、主として物性分野の研究者がその研究・意見を自由に発表し討論しあ

い、また、研究に関連した清報を交換しあうことを目的として、毎月 l回編集・刊

守されます。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、原則として審査は行いません。 程し、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

断ちすることがあります。

3. i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罵することとします。

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号ません。

4. 本誌の論文を欧文の論文中で引用する時には、 BusseiKenkyu 94 (2010)， 1.のように

ヲi吊して下さい。

[投積要領]

1.累稿辻、原則として日本語に隈ります。

2.原期として著者が作成した原稿をそのまま印副しますので、以下の点に注意して原稿

を作成して下さい。

1)本文の販のサイズi土、横日cm、縦 20.5cmになります。 A4で毘稿を作成する

場合は、横路c担、議定 23.5cmにしてください。縮小率は、約 88%ですので、

活字や図の大きさの目安にして下さい。

2)第 1ページ辻、タイトルはセンタリング、所嵩・氏名は右寄せにして、本文と

の聞に受理日を入れるので、余自を少しあけて下さい。

3)図や表は、本文中の該当箇所に匙り込み、図の下にキャプシヨンを付けて下さい0

4)上記は一応、の目安ですので、手本裁に多少の違いがあってもかまいません。

3.本誌は白黒印属ですので、カラーの図の使用は避けてください。黄色などの薄い色は

印捕すると沼えたり、色でデータを指定している場合は区別ができなくなります。 はっ

きりした隷を用いた、違度な大きさの鮮明な図を使吊して下さい。

4. 1"也の出張物から匿をそのまま引用する場合は、出張元への転載許諾が必要です。

5.投手高は、片面印制した原稿(ハードコピー)を郵送していただくか、原語の PDFフア

イルをメール添付等でお送りください。 (1)ハードコピーの場合は、そのまま写真印刷

しますので、必ず片面印棋でお顕いします。 (2)PDFの場合は、文字化けしないように、

フォントを埋め込んだファイんにして下さい。なお、こちらで体裁を修正することが

ありますので、後日、編集可能会ファイル (Texや Word等)をお願いすることがあ

ります。

6. 那郡を希望の場合は、投稿の際に、 50蔀以上 10部単{立で、注文部数・別劇送付先・

請求先を明記の上、お申し込み下さいc 印制後の別副注文は不可能です。

7.別朝代金、研究会報告の投稿要領、その也不明の点は、本誌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606-8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学湯川記念詰内

物 性 研 究 刊 行 会

電話 (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/ 



物性研究 94-5 (20日-8)

掲示板

「物性研究Jおよび「物性論研究Jのアーカイブについて

本誌のアーカイブについて、最新の靖報をお知らせします。

1.科学技能振興機構の学緒論文データベース Journal@rchiveにおいて、本誌の前身誌である

「物性論研究jのアーカイブが公開されています。まだ一部未公開の号がありますが、今年

度中には完成の予定です。どなたでも自由に無料で関覧できます。

2. CiNii (国立情報学研究所論文憤報ナピゲータ〉の「物性研究J創刊号からのアーカイブで

は、発行後5年以内の号は有料でしたが、本年4月よち、発行後2年経過した号は無料公開

に変更になりました。

3. I特性研究Jのアーカイブは、 CiNii以外に、京都大学学術リポジトリ KU豆ENAIでも公

関されました守

論文PDFの無料公開範囲が広がり、公開のサイトも増え、ますます便利になりましたので、ぜひ

ご利用くださいG じRL法以下の通りですc

「物性研究J@ CiNii (1963年四月--)

http://ci.nii.ac必jvoLissuejnelsjAN0021948X_jp.html 

「物性研究J@ KURENAI (1963年 10月--)

http:j jreposi七ory.kulib.kyoto-u・ac担jdspace jhandle j2433 j 85407 

「物性議研究J@ Jounal@rchive (1943年8月--1957年3月、一部来公開)

h七七p:/fwww‘journalarchive.jst.go 担/japanese/jnltop_ja. php? cdjournal=busseironl 943 

「物性詮研究 2集J@ Jounal@rchive (1957年4月-1963年8月、一部素公爵〉

http:j /www.journalarchive.jst.go担/japanesejj凶 opお.php? cdjournal=busseiron1957 

上記の全てのサイトに、本誌、ホームページからリンクしています。

http:j jwww2.yukawa.kj叫 o-u.ac伊 j-busseied

物性研究刊行会
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纏 集 後 記

この 4月からある私立大学で 2回生む微分・積分と 3回生の量子力学演習を担当し

ています。この大学の物理学科の学生はほとんどが学部を卒業した後、就職するとの

ことです。普段接する学生は大学読生設ので、必要な勉強については、 i(研究者にな

るための修行として必要だから)これこれを勉強しなさいJ、と言えば請みます。し

かし、学部を出て就職する学生たちにとっての意義は何で、しょうか。該当科目の標準

的な内容の習得を呂標とすることは勿論ですが、この点についての立ち場を明らかに

しておく必要があるように感じていました。ファインマンの「ファインマン流物理が

わかるコツJ(ファインマンうゴットリーブーレイトン著;戸田盛和う JI!島協訳、岩波

書)古う 2007年)には、物理をやることは冒険をすることに保ているといった記述があ

ります。日以たような言葉辻、他の方も述べておられるかもしれません。)科学がこれ

ほどまで、に轄を利かせていなかった時代には、地理的な冒険が人々が発展していく上

で必要な活動だったと考えられます。冒険で得た知識・経験によって活動範囲が広が

り、できることも増えます。その一方で、人知の及ばない領域が減り、より自自にな

るという側面もあります。古代、早魅が続くとA女や王が身を焼いて雨乞いの儀式を

したのは極端な携ですが、未知の現象のからくりを理解していく活動は人類必須のも

のといえます。宇宙への官険詰残っていますが、地理的な冒険がひと段落して、人類

は果てしない知の冒険にエネルギーを注いでいます。たとえ就職する学生で、あっても、

人類の知の冒険の所産を学ぶことは決して無駄にはならないと思います。無限ともい

える広大な未知の領域に、どんな素晴らしい景色が潜んでいるか、それを見てみたい

という笥動-研究者にとって、研究推進の大きな原動力になっているといえるでしょ

う。夏の暑さにまけず、紙に書いた数式を入り口として、今日も探索を続けたいと思

います。

(meron) 
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会員規定

値人会員

l.会費:

当会の会費は前納剰になっていますむしたがって、 3月末までに

次年震分の会費をお振込み下さい。

年会費 9，600円
1st V olume (4 丹号~9 月号)
2nd Volume (10月号~3 ヨ号〉

振審用紙は毎年2月号にとじ込んであります。振替用紙が必要な

場合辻、下記までご請求下さいc 郵復局の用紙でも結構です。通

信欄に送金内容を必ず明記して下さい。

郵f更振替口窪 01010-6-5312 
2. 送本中止の場合:

送本の中止は年度の切れ自しかできません。次の年度より送本

中止を希望される場会、できるだ汁早めにご連絡下さい。中止の

連結のない課り、送本は自動的に継続されますのでご注意下さ

し玉。

3. 送本先変更の場合:

住所、勤務先の変更などによ札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年以上の会費を滞納された場合は、送本を停止

することがあちますので、ご注意下さい。

機関会員

1.会費:

学校、所究所等の入会、及び、掴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c 申し込み特に、支払いに書類(語求、

見積、納品書)が各荷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号れ日しかできません。次の年度より送卒

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、送本は自動的に継続されますのでご注意下さ

し'0

雑誌未着の場合:発行日より 6ヶ昆以内に下記までご連絡下さい。

物性研究刊行会

干606-8502 京都計左京区北自JII追分町京都大学湯舟記念揺内

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