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o東大物性研
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9月 14日

9月 22日

談 話 会
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お 知 ら せ

ProgressofTheoreficalPhysicsの会費値上げについて

最近の物価の高騰のため,Prog･･Theor･Phys･の出版経費 も急増 し,現在の会費で

は出版 を継続することは不可能になってまい りまLfCe従 って,理論物理学刊行会 とし

ましては,来年以降次のように会費の値上げをさせていただきます｡

1974年以降 (Vol.51より)の会費(カッコ内は値上げ等 )

国内個人 (Frog.Theor.Phys.のみ )-年間 7;500円 (25%-)

国内機関 (Supplementを含む ) ′′20,400円 (42%)

海外個人 ( ′′ ′′ ) ′′15,000円 (25570)

現在の予想 としましては,この会費値上げによってさえ,出版経費の増加 を完全には

まかない切れない状況です.しかし,研究者各位のご協力はよって,国内の個人及び機

関の購読数の減少 を招かずに推移できれば,何 とやゝ出版 を維持できるものと思ってお り

ます｡このような措置は,会員の方々及び関係研究機関にご迷惑をおかけすることと存

じますが,各位のご理解 をお願いする次第です｡

1973年 8月

理 論物理学刊行会

※) より詳 しい事情については,後癌の資料 "計ogressofTheoreticalPhysi塔

の出版状況 ''をご参照下さい｡
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(資 料 )ProgressofTheoreticalPhysics*の出版状況

プログレス編集部

§ 1. ま え が き

学術情報量の急増が,研究者にとって利用可能な情報量の増加を必ずしも意味せず,

大量の情報の中から質のよい情報を有効に得ることが,かえって困難になってきている

現状が指摘されています｡このような学術情報のあり方の基本的問題が起っていると共

紘,大量の学術情報の出版 を経常的に続けるという実務面での困難さも急速に進行 して

います｡これは,研究者の成果発表に対する制約を不可避的に招来します｡､日本物理学
＼

会の欧文誌 一 弓Ournalofth.ePhysicalSociety()fJapan- は,既にVol･

32,翫1(1972)より,刷 り上 り8頁以内を原則とする投稿頁数の制限を行なってい

ます｡ (最近の PTp-の物性関係､の論文の投稿数の急増は,このきびしい制限が理由

ではないかと推定されます｡)PTPにおいても,事態の深刻さは若干の時間的ずれを

除けば,本質的に同じ状況にあります｡

今回の投稿論文の原稿枚数制限と1974年以降の会費値上げはきPTPの出版 を継続

するためのぎりぎりの措置であります.この点を御理解いただくため,更に学術出版の

今後の問短 をお考えのさいの資料の一つとして,PTPの出版の現状 と推移 を,主とし

て財政面に焦点をあてTl,)説明したいと思います.

この説明を作るにあたっては,PTPのあり方として次の三つの点を原則的な考え方

として とっていることをまずはじめにお断 りしておきます｡

(1) 日本の理論物理の総合誌としての性格を出来るだけ保ちたい｡従って,当面分野別

の分冊方式はとらない｡

(2) 日本で創られたより仕事は出版事情の許す限り載せていきたい｡

(3) PTPは月 1冊 (≦ 360頁 )を原則 としたい｡即ち,論文が増えただけ頁数をふ

や してい く, ということを自明な前提 としない｡

(1匿 ついては,現在専門分化のは1げしい現在,総合的認識の重要性が指摘 されていま

す し,分冊の場合,､境界領域的研究は結局載らなくなっていく恐れがあります｡分冊を

考えるのなら,理論と実験の関係等を含め,もっと広く問題 を考える必要があります｡

*)P.T.P.と略記します｡
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お 知 ら せ

(2)は当然と言ってしまえばそうですが,実務サイ ドから出る制約から,長い目でみて(2)

が不充分になっては, 日本で欧文誌を出す意味が稀薄になります｡(3)は,長期的には学

術情報の将来のあり方に関係することでしょうが,当面は現在の境界条件 (特に,学術

出版に対する国庫助成や大学における経常研究費の状況 )の下では,そうせざるを得な

いという事情です｡

§ 2.論文数,総頁数の増加状況とその要因について

(2･1) 1960年代後半以降の急増傾向

1960年以降のPTPの掲載論文数 (本文, レター )と年間総頁数 を図 1に示 しま

した｡この図から次のような特徴を兄い出すことが出来ます｡

(i) 1960年代前半は,年毎の変動はあっても,本文 140-150篇/年, レター

80-90篇,線頁数空2200頁で略一定していますO

(ii) 1960年代後半から現在にかけての6-7年間に,本文は2倍強の300篇以上

にな り,総頁数 も2倍強の約 4700頁に達してお り,-これは 1年間に約 2070の

増加にあたります｡

帥) ごく最近の 1971-72年にしぼってみると,･約 650頁/年の増加にあたり,

現在の1冊の平均頁数 360頁(これが,現在の製本方式での限界)に換算して,

約 1.7冊/年の増加にあたります.実際72年 (Vol.47+4.8)は年間 12冊に

ノ 収まらず,掲載決定原稿の積残 しを解消するため,特別号を1冊出さねばならな

くな りましたO (Vol.48のN0.6はNo.6A+No,6Bと2冊になっています. )

このままの増加が続けば,今後は700-800頁/年の増加 となり,毎年特別号 2

冊出さねばなりません｡ しかし,後述するようにこれは既にプログレスの出版能力の

限度を越えています｡物価の高騰は,図2の消費者物価数にも見られる如 く出版経費

で特に著しく,人件費,発送 ･通信費の支出増を含めて考えます と,極度に大巾な会

費の値上げを考えない限 りは,PTPの年間の出版能力は,約 360頁×12冊≡

4,300頁 とSupplement年間 1,000頁が限度 と考えられるからです｡

(2･2) PTPの頁数増加の要因

PTPにみられるこのような論文数の増加は,まずは研究者の数の増加によるもの

と考えられますが,その要因に?いて示唆となる材料 を取 り上げてみます｡

図 1に示された論文の増加の割合は, 1960年代後半の研究者の平均増加率 (例え

ば,素粒子論グループ有権者は1965年-70年で約 1.4倍 )に比して,はるかに急
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21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 4 7

22 .24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

PTPの頁数 (左のスケール )

図 1. 年間の 掲載論文数 (右のスケール )

投稿論文数 (右 ′′ )
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お 知 ら せ

激です｡また,最近 3年間

の月毎の投稿数は,年度の

切れ目の 2月と3月におけ

るピークと,それに続 く落

込みを示 してお り,学位論

文 と投稿論文ゐcorrelation

を感 じさせます｡これ らは,

論文数の増加の要因のすべ

てではないにしてもかなり

大きいファクターとして,

1960年代前半にDC大学

の拡充に照応 して60年代

後半に厚 くなった若手研究

者の層のCOntributionsの

1965 1970年

図2. 1･~970年を100とした消費

者物価指数

(総理府統計局,1971)

増加 を意味 しています｡

しかし,問題は単に研究者増 という単純な量的指標に還元 し切れない点があります｡

それは,最近程長い論文の比率が高 くなってきている/ことですo最近の3年間に掲載

決定をみた論文の頁数の分布 を5頁きざみで示 したものが図 3です｡これをみてもそ

のことは感 じられますが,各Vol･毎に論文数が増えていることもありますから,各

vol.毎の頁数 の中での占める割合 を示すのがより適当と思います (図 4)｡ 明らか

紘,γol.43と44(1970)→ Vol.45,46(1971)-Vol･47,48(1972)

と移るに従って, 10-15頁にあったピークが消えて, 10-25頁にわたって平ら

な台地 となっています｡このようなパターンの変化がどうして起ったかが問題です｡

一つ考えられることは,平均 として-論文あたりの頁数が多い研究分野の投稿が増え

ていないかという点ですが,素粒子,物性,原子核,天体,宇宙等に分けてみても,

特にそのような傾向はみられません｡そ うすると, PT′Pの投稿者に全体 として "長

篇作家 "がふえた と言 うことにな ります｡

1968年 9月は投稿論文枚数の制限 (50枚以内 )を設けて以来,投稿者に論文を

出来るだけ簡潔に書 くようお願いしてきたわけですが,結果はむ しろ逆傾向となって

います｡全体からみて,研究の特殊性よりくる少数の長文の論文はさておき,平均と
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p ≦ 5 5<p≦10 10<p≦15 15<p≦20 20<p≦25 25<p≦30

図3･Progress掲載論文 (本文 )の頁数 pの分布 (1970-72)

二 I . _ l l . _ l I l . _

≦ 5 1015202530< ≦5 1015202530<
p p

≦5 1015202530<
p

≦5 1015202530< ≦5 1015202530< ≦5 1015202530<
p p p

図4.各Vol.の本文の真数中に占める割合｡()内は各巻の全頁数0
-129-

(



お 知 ら せ

しての論文の"肥大化 "の傾向は何としても望ましくありません｡

これは出版事情-の圧迫 となるという次元とは別に,情報過剰と言われる現状におい

て,論文がよく読まれるために筒にして要を得た論文の構成と表現が必要であること

からしても,著者の努力がもっと要請 されていると言えます｡

§ 3.財政的諸問題

(3･1)収支の経年変化よりみた問題点

PTPの財政規模は,頁数の増加に応 じて1965年の 2,000万円弱のレベルから,

1972年の 4,000万円強のレベルに増大しています｡図6は,Supplementを含

むPTPの総収入及び総支出と支出の内訳のうち,主な部分を示 しています｡これに

図 1の年間終頁数を重ねてみると, 1972年迄ではPTPl頁当りの総支出.0.80-

1.03万円となります｡PTPの財政問題を理解 していただく上で,約 1万円/頁の

経費というkeynumber は役立ちます｡例えば,投稿 された論文の"別刷代 "(≡

投稿料+別刷作成経費 )がそのうちの何%にあたるかの目安を与えます.

支出の内訳に示すように,出版経費 (頁数 を一定 と仮定したとして- '73と'74

年の点線は,年間のPTPを4,300頁 と押えることを前提とした推定値です )と人件

費等の略毎年-10%の値上 りを入れますと,支出もまた毎年 10%は増えていきま

す｡頁数がふえればこれに応じた支出増が加わ ります｡

他方,PTPの収入面は,現在では大略,国内外の会費 (研究機関の購入も会費と

いう建前です )が-鰭, "別刷代 "の収入が-%,他は科研費による国庫補助等を含

めて-%です｡それを1972年と5年前の1967年 - この年は私達の研究環境の

悪化がはじまり出す年でまだ安定期の特徴をもっています- の比較で示しました

(図7)｡これより次のような特徴を見出すことが出来ます｡

71年からの支出の急激な増大を会費値上げ (72年より)と"別刷代 "値上げ

(72年 4月より)で辛 うじてまかなっている一方,科研費補助金や基研買上げとい

う国庫からの援助の相対的低下が目立ちます｡後者は,経常的研究費の実効値の漸減

の直接的な影響です｡60年代の大学拡充期にみられたBackNumberの購入も最近

は目立って減っているのも,基礎科学分野の拡充が殆 どなくなっているからと思いま

す｡このように,財政規模が拡大して･いるにも拘らず,研究成果刊行に対する国から

の補助の比重の減少は,ますます激しくなるインフレ下で,PTP発行の財政状態を

極めて不安定な限界点においやっているわけです｡
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66 68 ､70 72 74(年度)

図6･P'TPの総支出,総収入と年間頁数 との対比及び,支出

の内訳の主要部 (編集費は発送 ･通信費と略同程度の経年変化 )0

73年と74年は,--PTP年間頁数4,300頁と仮定した場合の

推定値 (頁数がこれを超えるときは,extra-i?sueを出すた

めの支出が加わる)｡ 右上の太い矢印は, 1974年以降の会費

改定によってまかなわぬばならない額を示す.
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1972年 (総収入 4,251万円)

1967年 (総収入 2,490万円)

図 7. 1967年と1972年の収入のWeight

(3･2)

捕

助

金

S;Supplement(国内個人購読のみ)-

B･N;BackNumber売上

基研 ;寄贈 ･交換のための基研買上

補助金 ;科研費研究成果刊行費補助金

1974年以降の会費値上げについて

さて,国庫補助の大巾な増額がす ぐには望めない場合は,印刷費,人件費等の毎年

～10%の支出増をまかなう財源は,会費値上げか"別刷代"値上げということにな

ります｡ 1972年 4月以降より値上げされた"別刷代 "が,経常研究費の伸び悩む研

究室にとって限界に達している状況からすれば, 1974年以降の会費値上げにたよら

ざるを得ないのが現状です｡

図 6に示 した太い矢印は,PTP年間頁数を4,300貢 とした場合に必要準収入増

で,約 1,000万円です｡これを会費値上げによるとする場合,一番問題となるのは
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値上げに伴なう会員数の減少です｡図 8に1965年以降の会員数の動向と,会費値上

げの時期における変動を示 しました｡会員数 (…購読数 )はピークで- 2,300, 現

在は 2,100-2,200程度で,国内,海外が大体半々というところです｡72年の会

費値上げの主な影響は,国内購読数が個人一機関-の移動を示 しつつ全体では減少し

てお り,基研の交換 ･寄贈用の買上げが校費難と相まって減少 したことです｡このよ

うな傾向は,会費の値上げ巾が大きくなればますます強まると予想されますのそれで,

単に収支を合わすように値上げを考えるのではなく,出来るだけ値上げ巾を押えて国

内会員数の減小を小さくするように,国内の関係研究機関と関連分野の研究者に協力

をお願いすることが,プログレスの本来のあり方であろうと考えたわけです｡その案

は,表 1のようにな､ります｡これによって考えうる収入増見込は約 850万円であ り,

図 6の矢印に示した必要額より少ない (尚73年には支出増を埋める財源はなし)の

ですが,国内購読数が減少しなければ何 とかやっていけると考えています｡

この値上げ案には,実は二つの大きい前提があります｡

(i) 年間頁数 を 4,300頁とした事｡これは, 1972年が既に 4,678頁(図 1)にな

っていることからみて,非現実的と思われるかも知れません｡しかし,論文がふえ

ればそれだけ頁数をふやすことを無限定に認めてやっていける出版能力がないこと

は,今迄の数字が明らかに示しています｡従って,刊行会としては,年間 360頁

× 12冊の範囲でやっていくことを目標 とし,このため頁数制限を止むをえず行い

ました｡それでも,どうしても毎月 1冊に収まらないときは,extra-issueを出

しますが,それは extra-chargeを払っていただく方針です｡

di) 図 8の串線で海外購読数が落込まないと仮定していますQこれも吟味を要するこ

とです｡海外購読のうち,個人会員は極 くわずかですから, 1,000部強は研究機

関の図書室で購入されているものと思います｡それで他の Journalsの機関購読の

値段 を1頁当りに換算 して比較してみたところ,その数例につVTての概算では次の

ようです｡

J.P.i.J.(通称ジヤ⊥ナル)¥8/p (2) phys.-Rev. ¥4.3-5.8/p (2)

An nals.of.Physi.cs .¥15/p .-(1.) can.J.Phy畠. 首5/p (1)

･Astoophys.Journal ¥8/p (1) Hel.Phys.Acta..首写3ノb (I,1

LNouやoCiment.0､. 号:12/p -.1(1)I･■zeit.'FiirPhy岳ik.首､24/p ~(17

(註) カッコ内の数字は,1段組か2段組かを示す｡PTP以外はいづれも概数であり,

数字の巾はいくつかのseriesに分かれてい･る場合についての範囲を意味する0
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66

-

9日H
010

0
1966 68 70 72 74年

｢ ⊥ rr⊥ r r⊥ .____士.__ _____.二 一 .
国内機関 平 均 個人25% 個 人 25%

2070 36%
｣__- ｣｣_｣

機関50%
国内機関 4270

ここ= i の他 5070

68 70 72 74年

† † 千

図8.会員数 の動 向

(a)購読者別内訳

㈲ 国̀内 海外,総計

横軸の矢印性 カッコ内の会費値上げ

のあった年を示す｡

点線は見込数｡

-134-



お 知 ら せ

表 1. 1974年以降の会費

国 内 個 人 国 内 機 関 海 外 個 人 海 ー外 機 _､関

.現 行 6,000円 14,400~円 12,000円 18,000円

改訂額 7,500円 20,400円 15,000円 27,000円

っまり,"図書館誌"になっているもの2)は非常に高 く,個人購読をかなりの比重

でもっている雑誌は割 と安いわけです｡会費改定後のPTPの価格は, 日本物理学

会の J.P.S.J.,Phys.ReⅥと同じ位になります｡これを機関購入するとすれば,

"図書館誌 "になっている雑誌 との比較では勿論ですが,世界で最 も安い部類に入

りますので,PTPの海外購読数に大きい変化はないと判断してよいと思います｡

以上の如 く,今回の会費値上げは個人会員及び関係研究華に負担 を強いることにな

りますが,PTP発行の立場からみて"背水の陣"とも言えるものですので,単に値

上げ巾だけで問題をとらえないでいただきたいと思います｡そして,国内会員の減少
/

がおこらないようご協力をお願いします｡

(3･3) "印刷代 "(…投稿料十別刷印刷費 )について

1972年4月号以降の論文に適用された"別刷代 "の値上げは,経常的研究費の実

効値の減少傾向の中で,研究費-の影響は相当大きかったものと思います｡一方,図

7に見 られる如 く,これなくしてはPTPの発行は不可能であったと言えます｡現在

の`̀印刷代 "(本文 )を頁数についてプロットしたのが図 9です｡

Phys.R.ev.は2段組の印刷形式で, 1貢当 りの字数が多いので,一応 factor鰭

かけてPTPl頁に対応させると投稿料は1万円程度 となって,実効的投稿料はPT

Pの1頁当りの全経費 と同程琴です｡即ち,Phys･Rev･では投稿料が非常に大きい

比重をもっています｡ これに比してPTPの"別刷代 "≡(投稿料+別 刷印刷費 )は,

全経費一%です｡ (なお,PTPの海外投稿の"別刷代 "紘,本年 7月以降のもので

す｡ )J･P･S･J･は,10頁をこえると奉に高 くなりますが,現在刷上りより8頁以内と

いう制限の範囲やは,PTPと大差はありLません｡ しかし, J･P.S･J.のカーブのよ

うに,長い論文に経済的圧力 をかけることは,頁数 を-らす効果はありますが,その

反面で,
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(
万
円
)
12

5 10 15 20 25 p

図 9."別刷代"と刷上 り頁数pの関係

p芸 0.6×(図を含んでの原稿枚数 )に対応するo

xは別刷の部数で50部単位｡

pT-Pの新規準(原稿枚数≦35を原則とする)では:･

p≦21に対応｡

J.P.S.J,(いわゆるジャーナル )払 原則 として

p≦8の制限｡
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(i) 日本で創られた力作でも,長い論文はPTPに投稿されない,

(ii) 研究上の特殊性-の配慮がなさすぎる,

というネガティブが生 じますので,長い目でみて色々問題があ ります｡

なお,Letter_の"別刷代 "については, 1973年 7月号掲載の論文から次の表 2

のようになります｡

表 2.PTP Letterの別刷代

部数 Ⅹ-50 Ⅹ-100 Ⅹ -150

1973年 6月 迄 2,000′+60(Ⅹ-50) ¥ 2,000 5,000 8,000

Letterは 2段組であ り印刷費は本文より高 く, また別刷作成 の時に組かえする

ので,頁当 りの経費がよりかかるのですが, Letterst｡theEditorが,研究成果

発表のmirlimum の機会であることから,上記のように本文よりも安 くなるように

しています｡

§ 4.今後の問題 についてのコメント

以上のように,現在のPTPの出版状況はぎりぎりのところにきてお ります｡'本年 8

月 1日(海外からの投稿は9月 1日)以降受理の投稿論文の枚数の制限, 1974年以降

の会費値上げは,研究者にとっては相当きびしい変化 と受取られるものと思いますoし

かし,PTP出版の実務的サイ ドからみれば,いささか遅きに失した感す らあります｡

従 って,PTP出版の今後の問題は,非営利的学術情報の出版の全般的困牢の増加にと

もなって,深刻化すると予想されます｡今後の問題について,現在気のついて いる二,

三の点 をあげておきたいと思います｡

(4-1) 国庫補助の抜本的改善

我々が最も切実に望むことは,研究成果発表に対する国費の補助の抜本的改善です｡

図7で示 されている如 く,科研費補助は相対的に低下 (1966年の7%-ナ1972年の

4.7% )しています｡科研費総額は, 100億円を惑 えるに至っていますが,科研費

の中の研究成果刊行費補助金は,大学の経常的研究費と同様に実質的切 り下げにさら
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されています｡PTPのように海外で相当部数購読 されている雑誌に対 して,総経費

の20%以上の国費の補助があって当然 と思いますO

本年 5月,日本学術会議第 63回総会で採択 された ｢学術雑誌出版の助成について｣

の歓告はきわめて時宜をえたものと思います｡この内容は,(11助成の対象 とな りうる

学術的一次情報誌について,さしあた り直接出版費の 25-30%程度 を助成すること,

(2)国内および国外に広 く領布 し,国際的にも高 く評価 されている各専門分野の代表的

な学術一次情報誌については特別な予算措置をとること(助成する学術誌の選定につ

いては,日本学術会議の意向を尊重すること),を柱 としています｡我々は,ぜひこ

の歓告が実現するよう切望するものです｡

(4-2) レターについて

PTP-Letterの頁数制限がきつすぎるとか, レター ｡ジャーナルの必要性につい

てのご意見がよく聞かれます｡

pTp-Letterの現行 2頁の制限をゆるめることについては, lJetterの現在の

性格,従ってその基準と関連するいわば Letterの位置付けの問題 と,現在のPTP

の出版状態及び最近のLetter投稿数の増加からみて現行の2頁制限をゆるめうる条

件は無い現状があります. レター ･ジャーナルゐような新企画には準備的検討がまず

必要でしょう｡どの専門分野で考えるのか,出版すると仮定 して,その出版のための

財政的基礎 をどこに求めるか等｡物理分野での学術出版の困難な現状からすれば,当

面(4-1)の 国庫助成の充実を要求 しつつ, このような検討が研究者の間で行なわれ

る必要があると思います｡

(4-3) 印刷方式の問題

PTPの現行の印刷方式 (従来の活字印刷 )を,迅速化 と経費削減が可能な方式に

かえられないか, しかも,投稿者に従来に比してきびしい制約を要求せずに,旦記録

保存用の図書館誌 としてのレベルを推持するという要請の下で｡これは,現実の条件

では,大変困難です｡ しかし 新方式にはそれぞれの準備が必要なのですから,将来

の問題 としては検討 してみるべきことと思います｡

(4-4) おわ りに

ここで扱った問題は,PTPの当面する危機的状況を切 り抜けるために,止むをえ

ず とるに至った頁数制限と会費値上げに関する実際的問題に限られています｡より大ノ

きい問題 として,.今後の学術情報のあり方とその中で,PTPの-果すべき役割 という
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ことがあります｡それは,決して先の問題でなく,今から広く検討をすすめるべき問

題 と思います｡

(文責 玉垣 良三 )

参 考 資 料

1) 編集段階に関する最近6年間の資料は,第56回研究部員会議議事録資料及び素

粒子論研究46(1972),273の表を参照下さい｡

2) 世界の物理学術誌の状況については, ′

木下是雄 ｢物理の雑誌の将来｣,-日本物理学会誌 28巻第 2号 (1973､), 91頁

を参照下さい｡
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編 集 後 記

今月の編集会議では主に"本誌には実験関係の投稿が少ないが,どのようにしたら多

く載るようになるか"に話題が集中しました｡ この話は今急におきたものではなくて,

先の物性研究10周年記念のアンケー トにおける読者の本誌-の希望にそのことが強く

出ていました｡その昔, ｢物性論研究｣の時代に於てすら優れた実験の論文が投稿 され

たことがあったのに, ｢物性研究｣にあまり実験の論文が載 らないのはどういうことだ

ろうか ? もっとも雑誌の名前 を変えただけで,編集方針が変らなければ,内容に変化

のあろうはずはないが｡ともかく,本誌の性格上,又多くの読者から,本誌に実験の論

文の載ることが望まれている｡そこで,一つの方策 として,数人の実験の方に編集委員

になっていたぢき､,編集-のア ドバイスをしてもらうことにしましたo又･いろんな方

法を講 じて,実験家に本誌-関心 をもってもらお う,そして理論家にも実験を意識 した

論文を投稿 してもらお うと考えています｡はじめは,編集蔀からの依頼で原稿を集める

ことになりそうですが,皆様の御協力をお願いしたいと思います｡

(T.K.)

物 性 研 究

第 21巻 第 2号

1973年 11月20日発行

発行人 川 崎 恭 治

京都市左 京 区北 白川追 分町

京 都 大 学 湯 川 記 念 館 内

印刷所 昭 和 堂 印 刷 所

京都市上京区上長者町室町西入

TEL (441)1659(431)4789

発行所 物性研究刊行会

京都 市左京 区北 白川追 分 町

京 都 大 学 湯 川 記 念 館 内

- 140-



編 集後記

編 集 後 記
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ことになりそうですが,皆様の御協力をお願いしたいと思います｡

(T.K.)

物 性 研 究

第 21巻 第 2号

1973年 11月20日発行

発行人 川 崎 恭 治

京都市左 京 区北 白川追 分町

京 都 大 学 湯 川 記 念 館 内

印刷所 昭 和 堂 印 刷 所

京都市上京区上長者町室町西入

TEL (441)1659(431)4789

発行所 物性研究刊行会

京都 市左京 区北 白川追 分 町

京 都 大 学 湯 川 記 念 館 内

- 140-








	KJ00004751799
	KJ00004751800
	KJ00004751801
	KJ00004751805
	KJ00004751806
	KJ00004751807
	KJ00004751808
	KJ00004751809
	KJ00004751810
	KJ00004751811
	KJ00004751812



