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1.本誌は、主として物性分野の研究者がその萌究・意見を自由に発表し言論しあ

い、また、研究に関連した情報を交換しあうことを自的として、毎月 1国編集盆刊

行されます。搭載内容は、研究論文、研究会 .00捺会議などの報告、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. 本誌に投寝された論文については、京町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」に搭載される論文の著作権は、物'註研究刊行会に婦嘉することとします3

但し、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吊する持には、 BusseiKenkyu 94 (2010)， Lのように

引用して下さい。

[投稽要領]

1.原種は、原期として臼本語に限ります。

2. 原財として著者が作成した累積をそのまま印崩しますので、以下の点に注意して累積

を作成して下さい。

1)本文の抜のサイズは、横 14cm、経 20.5cmになりますo A4で原稿を作成する

場合辻、横路 cm、縦 23.5cmにしてください。縮小率は、約 88%ですので、

活字や留の大きさの呂安にして下さい。

2)第 1ページは、タイトルはセンタリング、所高・氏名は左寄せにして、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。

3) 留や表;土、本文中の該当笛所に黙り込み、国の下iこキャプションを付けて下さい0

4)上記は一志の巨安ですので、体裁に多少の違いがあってもかまいません。

3. 本誌は白黒印崩ですので、カラーの留のf吏揺は避けてください。黄色などの薄い色は

印刷すると消えた与、色でデータを指定している場合は豆別ができなくな可ます。はっ

きりした線を用いた、適震な大きさの鮮明な留を使用して下さい。

4.他の出版物から留をそのまま引用する場合は、出版元への転載許諾が必要です。

5.投稿は、片面印屈した原稿(ハードコピー)を郵送していただくか、京稿の PDFフア

イルをメール添付等でお送号くださいっ引ハードコピーの場合は、そのまま写真印剥

しますので、必ず片面印棋でお願いします。 (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ルにして下さい。なお、こちらで体裁を修正することが

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

ります。

6. 'l]1j崩を希望の場合は、投稿の擦に、 50部良上 10蔀単位で、注文部数・別制送付先・

請求先を明記の上、お申し込み下さい。印端技の那崩注文は不可能です。

7. 別刷代金、研究会報告の投稿要領、その能不明の点は、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c

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学湯川記念館内

物性研究刊行会

電話 (075)722-3540， 753-7051 
FAX (075)722占 6339
E 句召Z立ma♂ail辻1 bussei止ed@yuk王awa.kyotωo-u上.a況C.j
URL ht社tP://WWW2.Yl臼lkaお1九ra.kyotωo-u.ac.]泊p/-bussei詑ed/



編集後記

「赤ワインを満たしたガラス容器の中に漬け込んで、 70愛で 24時間加熱Jなどと

書くと、おいしい煮込み料理か向かのレシピにょうですが、これは最近プレプリント

サーノミーに投稿されたれっきとした物理の論文に書かれている話で、できあがるのは

湯気のほく廷く立ちのぼる煮込み料理ではなく、超伝導体です。グルノーブルにいる

知人からのメールで、早速フレプリントに日を通してみると、純度の高いアルコール

などより、市販の酒類、持に赤ワインで処理するのが超伝導の発現に一番喜効だった

という、日本発で最近話題の鉄系超缶導からの、ちょっと遊びごころのある(しかし

大真面目な〉ニュースでした。

どういったいきさつで、(たぶん〉高舗な試料を濯〈志ワイン以外にも、白ワイン、

ピ、ール、百本語、焼酎などを謡べています)に漬け込んでみる気に会ったのかはよく

知りませんが、まさにセレンディピティのなせるわざで、ねらった物理を発現させる

ように物質を設計するという、昨今冨体物理、量子光学で盛んになってきているアプ

ローチと法正反対のものといえるでしょう G

意外にもフランス入が長寿であるという所謂 fフレンチ・パラドックスj(ちなみに

長寿の世界記録は現在フランス入が保持しています〉に彼らがヨ々大量に消費する赤ワ

インが一役買っているという話誌よく立にしますが、赤ワインにはまだまだ解明されて

いない効果があるのかも知れません。

(ブリアニザヴァラン)
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会員規定

値入会員

1. 会費:

当会の会費は前納割に去っていますG 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再
1st Volume (4月号~弓月号〉

2nd Volume (10丹号~3 丹号〉

振替用紙は毎年 2月号にとじ込んであります。振替用紙が必要な

場合は、下記までご請求下さい。郵便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。

郵イ更振替口崖 01010-6-5312 
2. 送本中止の場合:

送本の中止は年度の拐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、できるだけ平めにご連絡下さい。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

し玉。

3. 送本先変更の場合:

桂月庁、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

することがあ均ますので、ご注意下さい。

機関会員

1 .会費:

学校、研究所等の入会、及び錨入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。申し込み時に、支払いに書類(請求、

見積、納品書)が各待通必要かをお知らせ下さい。当会の語求書

類で支払いができない場合は、費枝、貴硯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目しかできません。次の年度よち送本

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

しミ。

誰誌未着の場合:発行Eよる)6ヶヨ以舟に下記までご連絡下さい。

物 i宝石汗究刊行会

〒606←8502 京都事左京亙北白J!1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召 1ail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp 
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