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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、研究に関連した笥報を交換しあうことを目的として、毎月 1回編集・刊

行されます。掲載内容は、研究論文、研究会・国擦会議などの報告、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。担し、編集委員会

で本誌への指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、物性研究和行会に掃属することとします。

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ちませんG

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

引用して下さい。

[投詰要議]

1.原請は、原知としてE本語に限ります。

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

を作或して下さい。

日本文の販のサイズは、横 14cm、縦 20.5cmになります。 A4で原稿を作成する

場合は、墳 16cm、縦 23.5cmにしてください。縮小率は、約 88%ですので、

活字や菌の大きさの目安にして下さい。

2)第 1ページは、タイトルはセンタワング、所麗・氏名は右寄せにして、本文と

の聞に受理呂を入れるので、余白を少しあけて下さい。

3)国や表は、本文中の該当笛所に貼号込み、図の下にキャプションを村けて下さい0

4)上記は一正、の目安ですので、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、カラーの図の費用は避けてください。黄色などの薄い色は

印属すると消えたり、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

きりした線を用いた、適度な大きさの鮮明な図を使用して下さい。

4. f患の出販物から留をそのまま引用する場合は、出販元への転載許諾が必要です。

5.投稿辻、片面印崩した原稿〈ハードコピー)を郵送していただくか、京稿の PDFファ

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、そのまま写真印崩

しますので、必ず片面印説でお穎いします。 (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、後日、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. 別艇を希望の場合は、投舗の際に、 50部以上国部単位で、注文部数.J.jlj尉送付先・

請求先を明記の上、お申し込み下さい。印尉援の別別注文は不可詑です。

7.関崩代金、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、刊行会までまさ問い合わせ下さい。

干606-8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学湯川記念館内

物 性 研 究 刊 有 会

電話 (075)722-3540， 753-初日

FAX (075) 722-6339 

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

URL http://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/もusseied/



編集後記

尖閣諸島付近でおきた漁船衝突事故をきっかけに、日中の関係がまたぎくしゃくし

ているようです。外交とはなんとも難しいものですね。

中国といえば先日、菌際会議のために上海を訪れました。 15年前に修学旅行で北京

を訪れて以来ですから、気分的に誌拐の中国訪問でした。上海は WorldEXPO中と

いうこともあると思いますが、中国のイメージを一新する旅となりました。果てしな

く続く超高麗どル、人の波と活気、物流、喧騒、建築ラッシュ。日本人の日常感覚に

はピンとこないスケールで、人とマテリアルとエネルギーが絶え間なく涜れ続けてい

るように感じました。

中国における今日の経済発展は 70年代終わりからの郡小平による改革開放路線の

成果です。中国が現在の経済水準を保ち続けるためには毎年6パーセント以上の経済

成長が必要ともいわれているそうです。驚異的な数字です。そのような急激主成長の

一方、中国でお年(あたり?)にわき起こった反日運動の高まりをきっかけに、日本

と中国の間に法国民感情のレベルで、様々な摩擦が表面化し、日本ではとくにインター

ネットベースで中国に対する否定的なイメージが定着しつつあるように惑じます。

しかし、中国への評髄を切り捨てるの誌たいへん危ういことではないかと思いますc

なにしろ今の中患を客観的に判断し、世界情勢の中に位置づけるには、我々の手持ち

の「日本仕様のものさし」とは全然違うものさしが必要だろうと感じるからです。さら

には将来、中国の経請成長が飽和して様々な賠題が表面化してくるとき、それらはも

はや中国国内の問題にとどまらず世界全体の深刻な問題になるかもしれないと予想さ

れるからですG ものごとはすでにそういうスケールで動いているように感じられます。

近代以詩、日本は致米のものさしの尺度を学んで、ある意味それそうまく使いこな

してきたと思います(そのこと自体の善し悪しは別にして)。今度は(あるい誌長いイ

ンターパルをへて再び)中国という圧在日的なエコノミックパワーの動向を客額的に計

瀕し予測する能力が我々には求められているような気がします。我々の業界でも「ア

ジ、ア圏共同のジ、ャーナルj とか、それ誌ど非現実的な話ではない気がしますし、近い

将来にそういう講想が実現したら、ヨ本だけが仲間はずれ、なんてことがないように

しないといけないですよね、やっぱり。

(H. W.) 

つ-
M

1
i
 



[物性研究]

議集長
各地嬬集委員

村醸雅稜{京大・墓研)
排 田 達 誰 (北大・電子研)
泉田 渉 (東北大・理・物理)

編集委員
J r I口由紀 ((東東大大 ・理・物理)
披多野恭弘 -地震研)

荒木 武昭 (京大・理・物物物物理理理理)) ) ) 

笹本哲弘 (千葉大・理・数学・情報数理)

高橋義期{京大・理・ 柳瀬揚ー (新潟大ー理・物理)

武末真二(京大・理・ 撞口雅彦 (信丹、i大・理・物理)

松本 開〈京大・理・ 〉 小西哲郎 (名大・理・物理)

吉村一良 {京大・理.{ヒ学〉 湯川 JロA郎 (阪大・理・宇宙地球)

遠山貴弓(京大・基研) 狐崎 書リ (奈良女大・理・物理)

戸塚圭介{京大・基研) 水島 f建 (南大・理・物理)

早川尚男 (京大・基研) 粟津暁紀 (広大・理ー数理分子生命)

森成握夫(京大・基研) 坂口英謎 (九大・総理工・量子プロセス)

和田浩史(京大・墓前) 関本 議 (Paris第 7大学・物理}
大木苔頼書 (She自eld大学・応用数学)

E-mail: busseied@yul母.wa.kyoto-u.ac.jp 

URL: http:j jwww2.yukawa.kyoto-u.ac.jpj-busseiedj 

物性研究 第 95巻第 1号〈平成22年 10月号) 2010年 10月5ヨ発行

発行人 村瀬雅俊 〒606-8502京都計左京区北白川追分町
京都大学湯川記念館内

印副所 中西印崩株式会社 〒602-8048京都市上京区下立売通小川東入ル

発行所 物性研究刊行会 〒606-8502京都市左京区北白川追分町
京都大学湯 )11記念館内

年額 19，200円



会員規定

個人会員

1.会費:

当会の会費は前続制に会っています。したがって、 3月末までに

次年度分の会費をお援込み下さい。

年会費 9，600円
1st Volume (4 月号~9 月号〉

2nd Volume (10月号~3 月号〉
振替用紙は毎年 2丹号にとじ込んでありますむ振替用紙が必要な

場合は、下記までご請求下さい5 郵護局の用紙でも結講です。通

イ言構に送金内容を必ず明記して下さい。

蕗便振替口産 01010-6-5312 
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。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、送本は昌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は、すぐに

ご連絡下さい。

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

することがあ句ますので、ご注意下さい。

機関会員

1.会費:

学校、晴究所等の入会、及び髄人でも会費払いのときは機関会員

とみなし、年会嚢 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、

見穫、続品書)が各何通必要かをお知らせ下さいG 当会の請求書

類で支払いができない場合は、費校、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窃れE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。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

しミ。

雑露未着の場合:発行日より 6ヶ月以内に下記までご連絡下さいQ

物 性 研 究 刊 行会

〒606-8502 京都市左京区北白川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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