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1.本誌は､物性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､特別寄稿､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ないません｡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.本誌の論文を欧文の論文中で引用される時には､BusseiKenkyu(Kyoto)69(1997),1.

のように引用して下さい｡

【原稿作成要領】

1.原稿は､原則として日本語に限ります｡

2.投稿原稿は2部提出して下さい｡但し､研究会報告は1部で結構です0

3.別刷を希望の場合は､投稿の際に､50部以上10部単位で､注文部数 ･別刷送付先 ･請

求先を明記の上､お申し込み下さい｡別刷代金については､刊行会までお問い合わせ

下さい｡

4.ワープロ原橘を歓迎します｡原則として写真製版でそのまま印刷されますので､以下

の点に注意して原稿を作成して下さい｡

1)用紙はA4を縦に使用｡(印刷はB5になります｡縮小率 約86%)
2)マージンは､上下各約3cm､左右各約2･5cm｡1ページに本文34行､1行に全

角文字で 42字程度にして下さい｡

3)第 1ページは､タイトルはセンタリング､所属 ･氏名は右寄せにして､本文との

間に受理日を入れるので､余白を少しあけて下さい｡

4)図や表は､本文中の該当箇所に貼り込み､図の下にキャプションを付けて下さい｡

5)体裁については､上記は一応の目安ですので､多少の違いがあってもかまいま
せん｡

5.手書き原稿の場合の原稿作成要領については､刊行会までお問い合わせ下さい｡

6.研究会報告の作成要領については､物性研究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 京都市左京区北白Jけ追分町

京都大学 湯川記念館内

物 性 研 究 刊 行 会

Tel.(075)722-3540,75317051

Fax･(075)722-6339

E-mailbusseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp

URLhttp://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jprbusseied/



編 集 後 記

今や､ホームページなどというものは日常の一部であり､これにより我々の生活は便利さ､

快適さを増したはず - と思っていたのだが､実は本当に必要な情報は載ってなく､苛立た

しい思いをすることもあるのである｡先日､郵便を出そうとしたときのこと｡ 住所を書こう

として､郵便番号が 7桁に変わったことを思い出した｡ 変わったばかりだから名簿にはない

し､大学のような大口のところは専用の番号を持っているので､普通の郵便番号簿を見ても

載っていないはずだ｡そもそも手元に郵便番号簿なんかない｡そこで､相手のホームページ

を見ようと思いついた｡ 我ながらグッドアイディアだと思ったのだが､そこには郵便番号は

おろか､住所の記載は全 くなかった｡ 研究室のホームページから上へ上へと､大学のページ

までたどってみてもそうである｡いらない情報はいっぱい出てきたが､住所だけは見つから

なかった｡ これは一体どうしたことであろうか｡

気になったので､京都大学のホームページを覗いてみた｡そこにも住所はない｡いろんな

部局がいろんな住所に分散しているのだから､まあこれは当然か｡だいたい ｢京都大学御中｣

と書いて郵便を出す人はいないだろう｡ そこで､各部局のページを見てみたのだが､学部や

研究科で住所を載せていたのは､文学部 ･文学研究科､経済学部 ･経済学研究科､医学部 ･

医学研究科､人間 ･環境学研究科の 4部局だけであり､この中でも医学部は郵便番号が古い

ままであった｡宇治など青田地区以外にある研究所の多 くは住所を記載していたが､基研の

ホームページには記載がなかった｡ちなみに数研のホームページにはちゃんと載っている｡

もちろん､すべてのリンクをたどったわけではないので､見つからなかったところでも､ど

こか奥深いところに書いてあったのかもしれないが｡

住所や電話番号などは最も基本的な情報であろう｡公的機関のものだから秘密にする必要

はあるまい｡名称とともにまず載せておくべき事項だと私は思う｡ 連絡先のEメールアドレ

スは大抵載っていたから､｢ネットのことはネットで｣という発想なのだろうか? だとした

ら､それは間違っている｡電話と郵便が共存しているように､新しいメディアは古いメディ

アとの補完 ･共存を目指すべきだ｡単に想像力が不足していて､ホームページを見に来る人

がどういう情報を求めているかわからないのだろうか｡生まれたてのメディアだから､まあ

それは仕方ないかもしれない｡ホームページの利用法､情報の提供方法についての成熟を待

つとしよう｡そのためにも､ホームページを書 く人の目に触れるように､こんな不満がある

ことを､この編集後記にでも書いておこうか｡

(S.T.)

- 703-
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会員規定

個人会見

1.会 費 :

当会の会費は前納制になっています｡ したがって､ 3月末まで

に次年度分の会費をお支払い下さい｡

年会費 lstVolume (4月号-9月号) 4,800円

2ndVolume(10月号-3月号) 4,800円

計 9,600円

お支払いは､郵便振替でお願いします｡当会専用の振替用紙が

ありますので､下記までご請求下さい｡郵便局の用紙でも結構

です｡通信欄に送金内容を必ず明記 して下さい｡

郵便振替口座 京都 01010-6-5312

2.送本中止の場合 :

送本の中止は Volulneの切れ 目しかで きません｡次の Volume

より送本中止を希望される場合､できるだけ早めに ｢退会届｣

を送付 して下さい｡中止の連絡のない限 り､送本は継続されま

すのでご注意下さい｡

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､必ず

送本先変更届を送付 して下さい｡

4.会費滞納の場合 :

正当な理由な く2Volumes以上の会費を滞納 された場合は､

送本を停止することがあ りますので､ご留意下 さい ｡

機関会長

1.会 費 :

学校､研究所等の入会､及び個人で も公費払いのときは機関会

員とみな し､年会費 19,200円 (1Volume9,600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O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 volumeの切れ 目しかで きません｡ 次の Volume

より送本中止を希望 ざれる場合､できるだけ早めにご連絡下さ

い｡中止の連絡のない限 り､送本は継続 されますのでご注意下

さい｡

雑誌未着の場合 :発行 日より6ケ月以内に当会までご連絡下さい｡

物 性 研 究 刊 行 会

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町 京都大学湯川記念館内

電話 (075)722-3540,753-7051

FAX (075)722-6339

E-mailbusseied@yukawa.kyoto-u.ac.jp
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