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1J.本誌は､二物性物理の研究を共同で促進するため､研究者がその研究

意見を自由

に交 あうことを

あい､また､研究に関連 した情報を速やか

として､毎月 1屑 編集 ･刊行 きれます.掲載

内容は､研究論文､研究会 ･国際会議などの報告､

iこ関連 し 情報などです

義 ノー ト､研究

して藩盃は行ないませんo

乾を拒絶することがあ わま寮.

3.塞誌の掲載論文を他の学術雑誌をこ引用するときは､著

privatecommunication

読

スプ 1)ン トが

な大 きさ

購読規定

1.本誌は

2. ｢購読

だきますO

3.会費は月額､

を節約する琵

こして下 さい｡

Journal

承諾を得

き下 さい｡

とって下 きい｡

しません｡図は不必要柊大 きくせず､それぞれ適当

｣の会員にのみ配布します｡

される方には､入会金 100円を納めていた

会金はお返ししませんO機関会員は入会金

個人会衰 160円､機関会見 308円 とし

4.会費は前月中に前納していただきます｡会費が全納 きれなかったと

さは雑誌の発送を停止 し､会費を2ケ月以上滞納 した会

の とみなします

は退会した
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ニ ュ ー･ス

物 性 小 委 員 会

1月 21日 .東大理学部において開かれた..前日行われた学術会義の共同

利用研の挙 り■方vt関す るシンポジウムに引き続いて ,総合研究機構の問題 ,

物性餌のあり方等が主7:f議題 となった,,

物性研短期 研究会 ｢やや複雑な磁性~塩の問題｣

2月 5日～5日.物性研 で .実験 ･頗論 あわせて約 45名が参加 して行な

われたd 宮原氏 (北大 )が ,いわゆる ｢磁性｣ a)分野について ,伊達氏 (阪

大 )が ,いわゆる ｢磁気共鳴｣の分野について .何がな され .何がな さるべ

きか .の展望を行ったOついで .このようTi:磁性塩で特に顕 著に現われ る

yshortrange order による静的効果および撃的効果U)理論的 ･実験的検

討 .また .各物質の磁気的構造決定の話などがなされた｡

人 の う こ き

△金森収次郎氏 (阪大理 ) 1月上旬渡仏 約 1年間滞在 される予定(

住所 Physiquedes solides,Facult昌des sciences,

universitgdeParisOrsay (S-a-01.France.

△佐々木健氏 (日大腰工 う 1月末 より日太原 子力研究所 (国佐物理部 )佗

うつられたE,
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プ レ プ リ ン ト嚢 内

o TheElectronicSpecificHeatAssociatedwithLoc云Iized

States inActinideiuetals (紺.R.Scott,Ⅴ.Jaccarino.

J.HWernick and J. P.施 ita) 〔Ng〕

c Direct地 55NMR･absorption i.nAntiferromagneticKMF5

(A.Nakamura･V.班 牢 iewicz･andA.li･/,i;Porti-sl〔Ng〕

o lnteractioribetween LocalizedStates iriMetals. (S.

Aノlexandera!ld ㍗.W.Anderson〕 巨寸g〕
U 鮎 atCapacity of- NiSO4,6ti20 between iand200K.!

Electronic.EnergyLevelsof theNi什 Ion (J.W.Stout

andWaynea.Hadley)〔Ng〕

c SomeApplicationsofQuantummechanicalcalculations

to the electronicstructuresofalloys (A.Blandin)

〔Kb〕

占 spatial1)ependence ofPairCorrelation Functions in

lhJ:onhomogeneou,sSuperconductors 押 .lsiivert)〔Kb〕

O SupercondllCtivity inf戎any-ValleySemiconductorsand

in Semi metais (lftvl.L.Cohen)〔Kb〕

o PolarizationEffects in S一ow Neutron Scattering H .

Spin-OrbitScattering and InterferenceEffects

(叫~B-i- e) 〔K b 〕

o Theory ofSpin-OrbitCoupling inAtoms. II王 (班.Blume

and A.I.Freeman,and良.氏.Watson〕〔Kb〕

註 ) Ng :阪大頚永宮餌 .Kb :東大理久保研
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