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物 性 研 究 5周 年 記 念 懸 賞論 文 募 集

御承知 頼 重り編 集部は昨年末物性 研究 5周年記念事 業 と して物性研究主催 の

研究会開催 その他 の試案 を提 出 して 皆様方 の御意見 牢求めて参 りました ｡

現 在 まで の処 これ(,=対 して あ まり積極的 な勧意 見は寄せ られてお りませ んが

懸 賞論 文 を募 集 しては との提案が あ りましたの で ,編 集部 で検 討0-)結 果 これ を

取上げ以下の よ うな形で実 行に移 したいと考 えてお ります｡

省み ます と物 性物理学 に閑 す る研 究発表論文は 年を追 って増加 してはお りま

すがや ゝもすれば狭 い領域 内のみでの職人 的 な仕事に陥 りが ちにな ってい るよ

うです｡ ｢物性研究｣は こ うした鶴城間 の障壁 を除 き清 澄 な研･究の推進 を計 る

ため た とえ未完成 で もよいか ら重要 な問題 ,他 の分野 との 熊蓮等 を提起 し示 唆

す るような論文の投稿 を求 めて参 りましたが ,現状 は余 りう まく行 ってい る と

は 申せ ませ ん ｡

一方 大学の 自治 ,民主化 を過 る運動は 日毎 に激 化 し研 究者は好 む と好 まざる

に拘 らず相当 の時間 と精力 を この問題 につぎ込 まざるを得 ない昨今 とな って お

り ます｡ この時点 に立 って ,わ れわれは論 文のテ 一一マと して

｢物性物理学 をどの よ うに して発展 させ るべ きか ｡｣

を選ぶ ことに したい と思 い ますo ここで ｢物性 物 理学 O-_)発展 ｣と云 う題は広 い

意味 に解釈 して頂 きたい と思 い ますQ従 って論 文 の内容 ,中心 テ ーマ と しては

ある分野 の現 状分 析 と将来 像 を中心 とす るような純学 問的 なもので もよい し ,

例 えば研究体 制論的 な もの まで種 々あ って よい と思 い ますO要は現 在 の物性 研

究の読 者に強 くア ピールす るような論文が望 ましい と考 え ます,

投 稿 された論文は 原則 と して傾次速やか に誌 上に掲載 しますO 編 集部 と して

は論争 を引起 す ような内容の ものも大いに期待 してお り ますので ,掲載 され た

論文yこ対 す る反論が 出てそれが叉 懸 賞論 文の一つ とな*1ば よいと考 えてい ます O

是 非活磯 に御応募 下 さい O 個 人論文に限 らず ,グル ープで の討論等 で も緒 横

ですO
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詳 細は以下 の通 りです ｡

1)募 集 期 間

196-9.5･1- 1969･8･20

′.?)選考は .京都及び地方編 集員で行い ます0

5) 賞 金

最高一編(,=つき5万円 ,合計 10万円

4)適当な論文がない場合は期間をのは します｡

ti,

t>
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プレプ リン ト案内

〔東大 ｡久保研1 19~68.12

Soft PhonofTl抽 de･slin KMnF5 V･J･Minki細 icz arid G･Shira-ne

Neutron Scattering in Ferrolnagrletic Dilute Alloys

D.J.Kin and Briarla.･Cj,chwartz

Anomalous ii:lectrical Resistivi七y near the AfユJLiferromagne-

tic Yukio SueZakiarid Haziime Moll

Spin Wave Spectrum rl_ear the Cril,ical Point

-A Physi(I,aユ Aspect of tlrie DY~nanユCal Scaユing-

Y〔:.shiki Kuramc.to

PeTSiste工IiCe aI'ld AmalgaTrTuatiol.1Types illC)ptj_cal Specbra of

丸Ihxed Crystals

HlrOtsugu Matsuda and Takashl IIJilyaもa

Physique ･Cristalユine.DiffuL'i:io三jRayleigh DaiユS Un CrlSもal

r:)hC;Ale-sterique M.Philip.,A.PincLユS

Lattice Dynamics of Ne(つrlat Twc･Densities from (ブC･herer!t

工rlelastic NeutrorjScatもerinlg

J.A.Leake,W.a.DanieユS,J.Skalyo.Jr.,

B.C.FTaZ.eT and G.Shirane

Theory of Phase Transitions ln Solid Methanes.IV

- Upper Transition Temperatures in Solid CH5D arld-

solid Solution of CH4ah息 CD4 -

H_Yasuda,rll.yamamoto and Y.Kata,jka

Co皿p11もer Si血ulatlon of Order一二DisoITde守 Phenomena

N.Ogita.A Ueda,T.Matsubara,fLMatsuda,and a..
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プレプ リン ト案内

Yonez,awa

Mecha_Tlisms of t.he Super-exchange 工nteraction in FuChF,llcc.ー

genlrie三= T.KaEHユya

MechanlSmLq On the ferr｡niagnetIC indirect I - f i-)ⅩChangrj

lnteraCtiorl ir] F,u-chalc｡g(/lr_ldes T.KaL｡1,uya

phonon DiLqPerSIOrlifielatl｡nS for H｡lmium

J.A i,e3.ke,V.J.ldiTlkievy,j1,,Z,arid LiT.Shユrarle

CritICal and Spi.n Wave fluctuaT･i()n in Nickel

V.J.MIr?_kJeT.-llCZ,班 F.cc)llins,IL Nal:.bans,G.Shirarle

St〔〕chastIC TheC)ry of Line Shape:

Ll,erlLerallZjatjon of I,he KurIO-Anderこ;Orl.損亡)del

皿 Blume

〔東北大 ,工 ,応物 ,桂〕

The 手ade App_TOXユmant Mehtcld arid S(〕me fleユat亡,,d r'JeneralユZa一

七i(つnS George A Bak(I?r,Jr.

ThermoelectrlC Power in Dilute lMJagnetlC.Alloys

Ka2TJt叩liMaKi

1

Energy Width of Spi.n Waves ir] the Heisenberg P'erromagnet
～

A.Brooks Harr土s

hl･ⅩChange Enhancemerlt ofNuclear Spin-Latも1Ce fieユaxatlOn

A.Brooks HarTis .

The 1/21 Expansion for the Heisenberg Antifer･romagnetAt

Low Temperatures

′A.Brooks Harris
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プVプ リン ト案 内

Scaling La-W-s and_Effects of 工mpurities Near a GriもiOal

Point

P.Glucka王ユd ぬ rshali Luban

Sく〕me Aspects of･もhe Calculation of the Spin Wave Self

Energy in 貴eisenberg FerromagnetS

Ewald ij左Icar

Spin Waye 工nteraCtions in a fieisenberg Ferromagnet

W.Marshalland Ci.Murra_y

〔東北大 ,工 ,応理 ,守田〕

A Multiband TfleOry Of iTnelastic Neutrron Scattering by

Ferromagnetic Metals at Low Temperatures

J.B.Sokoloff



編 集 後 記

前編 集長 の米 沢 さんが ,公私 共に多忙 なので ,今 月か ら ,私 が編集の仕

事を 引き受け ることにな りましたO今後 とも ,よろ しく衡支援 下さいO

さて ,物性研究創刊 5周年記念 として ,京都編 集員一 同嘩議 しましたが ,

結局本 文にあ るような ｢懸賞論 文｣募 集 とい うことに落 着き ました｡

各地 で大学 問題が活瀞 に議論 されて い ますが ,物性 研究読 者諸氏 よりの ,

た くさんの投 稿 を期待 してい ます,

(S. 冒.)

も

.i
一一｢
.



2.

さい｡

なお通信欄 に送金内容 旧言己して下 さい｡

外･の代葦里人が横言売料 を送金干される場合､必ず講

を明言己して下 きい｡

の支払遅滞の場合 :当会の原則 としては､正 当な理 由 な

ol.以二Eの害意代 を滞幕内された場合には､送本 を停止する

とになっていますので孝卸留意三下さい｡

二二括送本 を受 ける場合 :個 人購読中に大学等て一才菩配布 を受

けーる売掛こなった場合は∴必ず ｢個 人購読中止､一括配布希望｣
の通知 をして下 さ-い｡逆 の場合 も同様 です｡

送本先変更の場合 :住斬 ､勤務先の変更等送本先 が変 った場
必ず送本先変更届 を才是出 して下 さいo

ての購読 及び個 人であっ:Eも公費払 い
とみな し､代金は､ 1Vol.1,g00円です

羊の場合､入会金は不要 で#o学校 ､研究所の会費の支私心 は
後払 い亘も結構 です. しか し購読申込みをされる時に支払 いに

必要 な請求見積 ､納品書各何通必要 なのかをお知 らせ下 さいO

をお､当会の請求書類でほ支払 いがで きない様 で したら､貴校

貴研究機関の請求書類 を送付 して下さい｡

送本中止の場 合の連結 :発行途土 にある′volumeの購読途中
ま認め られません｡ され る場合には

言売中止届｣
1ケ月前 く

守Lぞ1=きいQq
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