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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f育報を交換しあうことを目的として、毎月 l回編集・刊

行されます。掲載内容は、訴究論文、研究会 a 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.本誌に投嘱された論文については、原則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

翫りすることがあります。

3. r物性研究jに掲載される論文の著作権は、物性研究刊仔会に帰冨することとします。

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りません。

生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居して下さい。

[投槙要領]

1.原稿辻、原賠として日本語に限ります。

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

を作成して下さい。

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

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

活字や国の大きさの目安にして下さい。

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

の間に受理日を入れるので、余白を少しあけて下さい。

3)菌や表は、本文中の該当笛所に貼ち込み、図の下にキャプションを付けて下さい0

4) 上記辻~J之、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、本誌は白黒印樹ですので、カラーの国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?言えたり、色でデータを指定している場合は区別ができなくな乃ますっはっ

きりした線を用いた、適度な大きさの鮮明な圏を費用して下さい。

4. f也の出版物から図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.投稿は、片面印崩した原稿〈ハードコピー〉を郵送していただくか、原稿の PDFフア

イルをメール添付等でお送与ください。江)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つなお、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. 別腐を希望の場合は、投稿の際に、 50部以上 10部単{立で、注文部数・到制送付先・

請求先を明記の上、お申し込み下さい。印部後の刻崩注文は不可能です。

7.別問代金、研究会報告の投稿要領、その勉不明の点は、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 京都甫左京亘北自JlI追分町

京都大学湯JIl記念藷内

物 性 研 究 刊 行 会

電話 (075)722-3540， 753-7051 

FAX (075) 722-6339 

E圃mail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp 

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



議集後記

3月 11日の午後、マグニチュード 9.0という豆大な地震が三陸沖そ震源地として発

生し、東::It・関東で甚大な被害をもたらしている。多くの被災された方々に哀悼の意

を表したい。

今回の地震による揺れや津波の被害はまさに激甚なものである。それと開時に、福

島原子力発電所でトラブルが起きていることが、より事態の深刻さを増している。こ

れは科学・技衛に携わる我々にも持に大きく関わることである。

今田の地震はいろいろな意味で「想定外」であったわけでるるが、原子力発電の安

全性に関しては、「想定外jはあってはならない。自動制欝装置により、臨界状態には

すでになく、原子炉自体は停止している。これは、地震による揺れを f想定内」の出

来事として、適正に対延できたわけである。さらに、燃料の溶融そ跨ぐためその余熱

を取り除かねばならえ主いわけであるが、“原子炉の冷却のための電源が確保できず"、

“燃料毘定用材料と水との反応により生じた水素による爆発"が生じたことなど辻、全

くの「想定外Jである。関係者による懇命の作業が進行していると思うが、まさに手

さぐり状態で、完全停止へのめど、がたたないとの報告に、不安は募るばかりである。

“測定誼が正常でないかもしれない"などというのが、クライオスタットの中のヘリウ

ム残量の話なら笑ってすまされるが、炉心溶融を防ぐための原子炉内の水位のことで

辻、尋常で誌ない。

原子力発電の安全性老根本から考え重さねば急らないのは言うまでもない。以前、

原子力発電の危険性を声高に叫んでいた人々が、最近、クリーンなエネルギーという

ことで、その主張を 180度転換している。冷静かつ科学的に分析する議力を右する我々

科学者こそ、原子力発電の安全性の問題にもう一度、正面から向き合わねばなるまい。

何とか今回の事態を乗り切った後には(それを切に顕うが)、これを教訓として「想

定外Jを作ら急い万全の対策を講じねばならない。それ泣今回の事態そ引き起こした

我が国の科学者の責務であろう。

現時点で我今にできるのは、関謀者が適切に対処し問題を解決することを祈ること

だけだ。
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会員規定
個人会員

1. 会費:

当会の会費は前絹制になっています。したがって、 3月末までに

次年度分の会費をお振込み下さい。

年会費 9，600円
1st V olume (4 月号~9 月号〉

2nd Volume (10月号~3 月号)

張替用紙は毎年2月号にとじ込んであります。振替男紙が必要な

場合は、下記までご語求下さい。郵便売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c

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告しかできません5 次の年度より送本

中止を肴望される場合、できるだけ早めにご連結下さいっ中止の

連絡のない限り、送本は告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:

王当な理由なく 1年以上の会費を滞結された場合は、送本を得止

することがありますので、ご注意下さいG

機関会員

1. 会費:

学校、研究所等の入会、及び信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。串し込み時に、支払いに書類、(請求、

見穫、納品書)が各何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

丹下さい。

2. 送本中止の場合:

送本の中止は年度の切れ召しかできませんむ次の年夏より送本

中主を希望される場合、できるだけ早めにご連絡下さい。中止の

連諸のない援り、送本は自動的に継続されますのでご注意下さ

し'0

雑誌来着の場合:発行Eより 6ヶ月以内に下記までご連絡下さい。

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) 722-633ヲ
E-mail busseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp 
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