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t.本誌は､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

意見を自由に発表し討論しあい､また､研究に関連した情報を速やか

に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｡掲戟

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､情報などです｡

2. 本誌に掲載される論文については,原則として審査は行ないません｡

但し､編集者が本誌に掲載することを著しく不適当と認めたものにつ

いては､改訂を求め､または掲載を拒絶する,Cとがあります｡

3. 本誌の掲載論文を他の学術雑誌に引用するときほ,著者の承諾を得

た上で privatecommunication扱いにして下さい｡
I

投稿規定
≡ :-. .-･I=;～

1.雑誌のページ数を節約するため､原稿は極力簡鹿挺お書き下さいと' ;
2. 原稿は 400字詰原稿用紙藩侯摘して下さい｡ C

3. 数式 ･記号の書き方は､卓rogress,Journ鉦 Lの投稿規定に準じ,ミ

スプ))ントが生じないように適当な処置をとって下さい｡ 昔

;;エツ串,下ツ簿は特に紛わしいもののみを指定して下さい｡ ぐ

英字の大､ 花文字､ ギ リシャの指定を忘れないように｡ Oと叶aと 0

(ゼロ),uと nと rr, C とeが一番間違いやすい｡

4.数式は3行にわたって大きく2釣､て下さい.

5･ 図の縮尺はいたしませんから適当屯大きさに画いて下さい｡

6. 別刷が入用な場合は､投稿の際に所要部数を10部単位で申込んで下

さい｡別刷代は下記方式により現金で前納していただきます｡

P:400字詰原稿用紙による貢数

Ⅹ:別刷所要部数

別刷代-%ⅩP円

7.原稿締切日は毎月20日で原則として次月発行誌に掲載されます.
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ニ A一･ス

0人 の うご き

久 保 亮 五 氏 く東大久保研)

i.tZ

6月 14日～7月12日まで海外出張0 6月 15日～ 20日に行われ る

･Nordlもa Conference onStat18もlCalPhyB10㌔ k 出席され るO

又6月26日～30日に開かれるCo五ference ‡n'terもa'tl10nale

"phySlqueTheorlque et BIOlogle姐にも出席 され るO

渡 辺 宏 氏

大阪 市大理学部に教授 として来 られた.群論 とその応 用の講議をされてい

る｡

飯 田 武 氏

大阪市大理学部に助手として来 られた｡
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プレプリン ト寮内

〔東大久保研〕

- S-d 宜ⅩChange lnteraction in もhe Superconductor.

(soda.Toshio)

o On the Interference Effect in the Theory ofTransport

Phenomena.(J_.Hajdu and H.Keiter)

o Many-Body Corrections to OpticalAbsorption inMetals.

(Robert A.Weiner)

O Quantum Speotroscopy of the Low Field Oscillationsof

the Surface 工mPedance.(Tsu-WeiNee and A.E.Prange)

｡ On the Equilibrium states in Quantum StaもiBticalMechanics

(A.Haagand N.M.Hugenholtzand M.Winnink)

｡Quantum-StatisticalTheory of lrreversible Processes,丑

TheCharacter ofC2108ed MacroscopllC Laws(α.L.Sewell)

Oでransport Phenomena in the SimpleMetals.

(A.E.Prange and A.Sacks)

｡ Quantum Limit Galvanomagnetic phenomena lnN-InSb.

(0.Beckman,E.Hanamura,and L.J.Neuringer)

o su皿 RuleS,Kramers-Kroning Relations,and Transport

coefficients inCharged Systems.(PaulCl.Martin)

｡Anormaliesdue to s-a lnteractionatLowest Temperatures

in DiluteAu-V Alloys,(A.Kume)

(日大理工物理)

｡ Quantum Theory ofSuperfluid VorticeB. Ⅰ.Liquid Helium丑.

(Alexander'L. Fetter)
ヽ

0 .0na Mechanism of the Formation ofa MesIC Deuもerium

Moleoular ‥on.(a.A.Vesman,inRussia去)

o The rmophySicalPropertie8 0fSomeMultilayer lnsulations

at Cryogen.ic Temperatures.(L. B.Golovanov)
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ブ̂ レブー9アト案内

｡ 瓦ffect ofa-Static加えgnetic Field o p a S･uperconduciting

･ hfilユimeterOav主もy ReSOZlator.

(i.DiPa･OユO,Gt Bald-acchiniar id V.Montelatic/i)

o An rもerativeLieth･od for Obtainl.ng a Polynonial of the

BeBtApproxinatiozl.(A.A.-Korneichu kand N.yu ShiTikova;

in RuSBian)

o Standard ProgramsUsed in theMonte-C;arloMethod.

tL.A.Xulyukina,α.A.Ososkov,氏.ーⅤ.Polykova 〇･. Ⅰ.

SemaShko; lnRus昏ian)

〔阪大基礎工永宮研〕

｡Antif-erromagnetism ln ChromiumAlloys;Transport Proper-

ties.(A.IL.Trego and A.早.Mackintosh)

｡ Exchange Contribuも10Zlto the工トParameters ofFe3+ and

cr3+ in 立uroplum Ciallium Garnet.

(M.Tachikiand a.Sr-Q_ubeck)

o Phonon Induced ‡on-‡on Coupling ln Para皿agnetic Salts.

申. Orbaeh and も壬.Tachiki)

〔阪大蓮学部金森研)
◆

｡AntiferromagnetlCally-Coupled ImPuritieS ln a HelSenberg

Ferromagneも.(rung-Liwang and Herberも Callen)

｡Microwave Absorption Phenomena in Rare Earth Metals.

(D.班.S.Bagguley and J.Liesegang)
■

｡MosSbauer Evidence for a Spin-oompensated State lnDilute

Fe-CuAlloys.伍.ら.Frankel.N.A.Blum,a.B.Schwart2;

and 工).I.Xid

｡ LO甘-TemperatureResistivity,specific Heat and Suscepti-

bility due toa LocaliBed Spin inMetals.(J.Kozldq)

｡ Note on theYOSlda-Type SLnglet Bound Sもaもe./J.Rondo)

〔芳田研)

｡ MosSbauer Bお1dence for a Spin-compensated State ln Dilute
●
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ブレブgy t案内

Fe'-CuAlloy,8 (A.ら.Frankel,N.A.Bllユ皿,ら.B.Schwartヱ

and D.∫.Rim.)

｡ Theory ofS-D scattering indilute magneticalloys With

spin half impurities(H.J.Spenoer)

■
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編 集 ･後 記

(その 1)本年 4月より ｢物性研究｣の京都編 集委鼻の 1人隼を ｡･.ました｡最

近号 を通覧 し昔の白い表紙にガ リ版の ｢物性論研究｣と比戟 してみると ,残念

なが ら内容の面白さに欠けることがあるのは否定出来ないようですO近年 (邦

文のものも含めて)物理関係の専門雑談~の数 ー(畢ギぺ -Ly数)は増加の一途 を

辿っています｡又物性研 '草研其勉で開催される研究会の数 も多くな りま した｡J_'-

内外に於ける物理に関するinfor甲atiOnが増大 しているとき (此も広 い意味

に於て科学の巨大化のせ いだ と思いますが) ｢物性研 究｣.が有意義ある雑誌 に

なるよう全国の研究者の方 々が守 り立てて下さることが必要であると思います｡

若い研究者の方々のより積極的な投稿 ,理論家に問題 を指起するような実験家

の方 々か らの投稿なども期待 しています｡ (S.で)

(その 2)中嶋先生の講義 ノー トは今月で最終回ですo 中嶋先生及びノー トを

作成 して下さった方々 に感謝の意を表 しますo物性研究は ,紙数の多い号や少

-ない号 を重ねなが らも ,熱心な方々の支持により ,他のいわゆる商業雑誌一には

見 られない個性のある雑誌として続 いて来てお ります｡然 し ,従来のオリiyナ

ルな論文 ,講義ノー ト,研究会報告等に限 らず ,研究活動に関連の深,U､身近な

問題 ,例えば科学研究費配分の際の ｢伏見原則｣,日米科学協力 ,物性研の将

来計画とい■ったような問題について ,個人的又はグル ープの御見志をざっ くば

らんに投稿され ,討論され るような雑誌であってもよいのではないかと考 えて

お りますO (T･M.)

(その 3)先月号で 目次の頁数に誤 りがありましたが校正の手落ちで した｡お

詫び申し上げます｡ (_校正麹当)
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一一号 外

(表 題 ) ｢軍拍係資金問題に関する

物理学会総会要求についてJ

(授禰者 ) ｢軍関係資金問題に鏑する

物理学会有志の会 東京事務局J

① このたび ,下記のように ,軍関係資金の問題 に関 して物理学会総会 を開

いて決議 を行 う運動をはじめましたQ総会要求の署名は 7月7日で〆切る

予定ですので ,本誌の発行には間に合わないか と思 います｡ しか し ,総会

に 向けて研究者の間の討論のために ,この誌上を借 りるしだいです｡

ア ピ- ル

物理学会臨時総会要求著名のおねがい

去る 5月 5日朝 日新聞紙上で ,半導体国際会議だ対 し米軍から資金が提供

されていた事実が報導されて以来 ,物理学会々員嬢 もとよb ･広範を^ 々のi'71'-i

間で急速に関心が高まってきています .

最近 ,研究面での海外交流 '特VEアメ TJカとの交流が盛ん にをるに留れ ,

我国の研究者が軍関係資金tjC底接戊いは間接に関与する機会が増え ,そのを

かで軍事研究への非協力に対する節操の さび しさがともすれば うし覆われが

らVCを$3てきていますq

半導体国際会議の問題は今後物理学委員会 ,或hは学術会議のしかるべ き

機関で議論がをされるで しょうが ,この機会に広 く'物理学会Jt員の総意に

もとづいて科学研究をお こ覆 う基本的態定 一 戦争のための科学に扮協力

しをh とVlう原則を確認 し,あわせて今回の具体的問題につhて物理学会全

体 としての見解 を出すべ きと考え ,別紙のとお b '総会請求の運動 を行を う

-27才-
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ことに致 しま した｡

さまざまの既成事実のつ産かさねのまえに ,慣れ とあきらめqeよって正 し

h立場 を見失ってh (危険性ge対 し,はう きbとしたけ じめをつけてお く必

要があbますbそのようqCすることが '科学研究者の最低板の社会的責任で

あると考 えますB
L_

物理学会定款だ よれば総会請求に必要最小限は 50名ですが ,問題の性質

上で きるだけ多数の会 員の署名をお節h したhと思います ｡ この署名は 7月

8日に提出 しますo

総会は 8月末頃開かれると思われます｡

各地各大学をどで請求署名及び決議の成立に御協力下さいます ようお願h致

します｡

総会は 8月末頃開かれると思われます ｡.

各地各大学 をどで請求署名及び決議の成立に御協力下さhますようお願い

致 します｡

昭和 4 2年 6月 1 4日

軍関係資金問題に観する物理学会 々員

有志の会東京審務局

署名の送 b先 東京都 目盛区駒場町 8 6 5

東京大学教養学部物理攻 童気付

軍関係資金間敵に関す る物理学貧 々員有志の会

期 日 7月 7日 (金) (7,冬 草日産遁 )

をお通信費..印刷費をどVC約 -万円かか bますのでその カンパて 1口100

円)をお願h致 します｡

･発起人

相沢輝男 ,石川幸志 ,江尻有細 ,太田周 '川村清 ,木下紀正 ,′ト出昭

斗郎 ･'近種 -部 ,桜井明夫 ,高松邦夫 '-桜田敦 ,長崎 浩 ,中村蔵太郎

中山正敏 ,本田慮文 ,村田浩 ,山衣義隆 ,
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総会に提出する決議案趣旨説明書

決 議 (莱) 1 日本物理学会主催学術会議後産で ' 1 9 6 6年 9月に開かれ

た牙 8回半導体国際会議に対 し米国陸軍極東研究開発局の資金

が持 ちこまれた事は遺憾である｡

説明 la ,日本学術会議は ｢戦争のための科学には協力 しをh｣を基茶

原則のひとつに してhる.

この基基頗別は 白衣邑憲法にもとづ く目茶の研究者の原則で

あD ,世界の研究者に対する我 々の誇 りである｡

b ,日二衣物理学会お よび 目端の物理学研究者の諸組織は これ まで

米軍お よび自衛隊 との関係に'-ahて ,常に慎重を態度■を取って

きた｡

C,今回 ,日衣物理学会が米軍か ら資金援助を受けたことは客観

'･鴎には ,戦争を 目的 としている米軍への払力であD ,日本物理

学会の名誉一恵h らじる しく傷つけた ｡

決議 (莱) 2 半導体国際会議実行委員会が ,日太物理学会にはか る皐を く ,

上記資金の導入のどとき問題を決定 した番は重大 をあやせDで

ある｡

説明 2a,軍 との関係につL̂ては ,すでに 1の説明で述べたよ うに ,こ

れまでの物理学会は慎重にあたってきた｡ しか し今回実行委員

会は茅氏 と共VC安易に米軍 OooK大佐を訪問 し援助を依頼 した｡

b ,そ しで宴の重大 さを無視 して実行委員会だけで決定 し,′物理

学会会員に紘一もちろん委 員会 ,委 員長の意見さえ求めようとし-I;i

をかった｡

C,その うえ米軍 との契約書には学会の責任者でもを両 島山氏が

サインし,日本物理学､会の印を使用 した ｡

d ,米軍資金の受入れお よび使途に関 して ,会酎報告をLをかっ

た｡

決議 (莱) 3 日本物耳学会は今後内外を問わず ,一切の軍隊か らの援助そ

-274_
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の勉の一切の協力熊係を持たをh ｡

説明 3､■a,今後半導体国際会議への米軍資金導入の よ うを事件を再録起

さをいために ,この際物理学会として学術会議の基茶原則を具

体化 して確認する必要が ある｡

b ,今回の事件は ,米軍が 日太の科学者に援助を行ってお や ,一
i-._

方物理学会会員の中に も ｢米軍か ら金をもら うことQa:悪 t̂ こと

ではをho物理学 を発展 させ ることが大切 をので ある｣とh う

風潮がある長めに生 じた ものであるo i,か し ,軍に よる療戯 Qj:

一面基礎研究を進める働 きをすることが あって も ,軍隊 の性格

からいって ,軍 事 目的 に役立たせ ることを主 目的 として行われ .

る ものであるQ__轟実 ,隷塵 軍研究開発部長ベ ツツ中将は ｢米軍 :'-

と非共産圏a)科学界 との鏑係 を親密にする とV､う有意義 を利益 ~

をもた らしてhる｣と米下院で 証言 してtハる｡

C , ｢このようを政治的問題 を物理学会が きめるべ きで唾h｣と

h う意見があるとしか し軍の援助を受け入れ ることを拒否す る

とい うもの ,受け入れ ることを認 めるとh うの もどちらも政治

的を判断で ある ｡ a.の程変の政治は物理学会を運営する以上避

け ることはで きをい｡

決議 (莱) 4 日茶物理学会委員会は今回の米軍資金 を導入 した仲介者お よ

び半導体国際会議実行委 員に対 し適当を処 分を_行を う｡

説明 4 a ,仲介者お よび実行委員の処分は決議 (莱) 1お よび 2によっ

て当然である｡

b ,この ことは仲介者お よび実行要-員借入が これ まで灯す ぐれ た･

物理学上の業績 をあげこ しか も物腰学会に対 し大 きを寄与 をを

した ことを考慮 して も挙げることがで き覆い｡

C,処分q 範囲お よび内容は委員会が慎重 に審議 して きめるべ き
一一 >--

もの と考 える｡
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