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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、研究に関連した情報を交換しあうことを百的として、毎月 l回編集・刊

行されます。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。 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Jに掲載される論文の著作権は、物性研究刊行会に帰属することとします。

但し、著者が著作物をf吏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用する時には、 BusseiKenkyu 94 (2010)， 1.のように

引用して下さい。

[投積要領]

1.原稿は、原則としてE本語に限ります。

2. 原則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。

1)本文の販のサイズは、横 14cm、縦 20.5cmになります。 A4で原稿を作或する

場合は、横 16cm、縦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ページは、タイトルはセンタリング、所罵・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。

3)菌や表は、本文中の該当箇所に賠り込み、図の下にキャプションを付けて下さい。

4)上記は一定、の自安ですので、体裁に多少の違いがあってもかまいません。

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

印刷すると泊えたり、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費用して下さい。

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、片面印刷した累稿(ハードコピー)を蕗送していただくか、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、必ず片面印尉でお願いします。 (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、後吾、編集可能なファイル (TexやWord等)をお穎いすることがあ

ります。

6. 73U刷を希望の場合は、投積の際に、 50部以上 10部単位で、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。印刷後の別別注文は不可誌です。

7.別刷代金、研究会報告の投稿要領、その他不明の点は、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。

〒606-8502 京都市左京毘北白川追分町

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) 722-6339 

E-mail busseied@yu主awa.kyoto-u.ac.jp

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



編集後記

19世紀の終わりまで、空気中で物体にはたらく抗力を計算することは頭の痛い問

題でした。その行き詰まりを象徴するのがダランベールのパラドクス(非粘性流体中

では物体に働く抗力がつねにゼロになるという計算結果)でした。 19世紀の後半に

へんムホルツが平板の両端に流れの不連続面が存在することを指描すると、レイリー

卿はこの不連続面の仮説をもとに、平板に働く垂直方をその迎え角の関数としてあら

わす公式を導出しました。それ以前から知られていたニュートンの理論詰最新の実験

データと詰まるで一致しないものでしたが、なんとレイワーり理論はそれよりさらに

悪かったので、すG しかし驚くべきことに、このレイリーの結果を単純に 2.27倍すると

すべての迎え角に対して実験データと廷ぽ完壁な一致が得られます。ジ、ヨン・アンダー

ソン Jr著の「空気力学の歴史Jによると、“レイリーは悩んだりしなかった~そし

て、彼は論文中で"このような諺正を行ったことについて言い訳をせず、単に「ピン

スの実験結果は理論と非常に良く一致するj と述べているだけである。理論から導い

た葎を 2.27倍にして諺正する必要があった事実に関しては、全く説明がなかったO " 

そうです。

レイリーのこのような潔い態度ほ、現代の科学論文執筆のポリシーから言うとあま

り褒められたものではないかもしれません。他方、レイリーが理論のよりどころとし

たのは運動量保存期(オイラー方程式)と不連続面の形成という明確な観測事実のみ

です。実擦、彼の議論詰保存則と観棋のみに基づいていたがゆえに、計算結果の一部

法正しし現在の文献でもしばしば用いられているそうです。現在では、レイリーの

間違いは平板の上方の圧力老遠方の自由流のそれと同じと仮定したため、その葡を高

く見積りすぎたことにあることが分かっていますが、これもまた当時としては致し方

ないことであったことが納得できます。翻って、現代の我々は、護雑な現象のある実

験結果を説暁するために(もしそうしたければ)さまざまな現象論を導入したり、複

数ある未知パラメータの組み合わせを計算機で調べ尽くしたりして、実験データと似

たような曲線を描くことができます。さらに十分なライテイング技術があれば、その

計算結果をきらびやかな論文に社上げることも可能です。しかし、このような非業の

繰り返しによって我々は着実に真理に近づ、いているので、しょうか。レイリーの話は、

実験結果を説明する理論とはどのようにあるべきかについていろいろと考えさせてく

れる興味探い歴史だと思います。

(H. W.) 
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会員規定

値人会員

1. 会費:

当会の会費は前線制になっています。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)

振蓄用紙は毎年 2丹号にとじ込んでありますG 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

信捕に送金内容を必ず明記して下さいc

郵便振替日産 01010-6-5312 
2. 送本中止の場合:

送本の中止は年度の切れ E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絡下さい。中止の

連結のない限り、送本は自動的に継続されますのでご詮意下さ

1.1'0 
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 1年以上の会費を薄納された場合は、送本を停止

することがありますので、ご注意下さい。

機関会員

1.会費:

学校、研究所等の入会、及び11Ql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

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G 次の年度より送本

中止を希望される場合、できるだ、け阜めにご連絡下さい。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'0

雑誌未着の場合:発行Eより 6ヶ月以内に下記までご連絡下さい。
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