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平 成１６ 年４ 月１日
原稿の 作成
研 究報告 の原 稿は， 次に より作 成す るもの とす る。
(1) 原稿は，原則として横書 きとし，題名，所属学科， 氏名の順に記入する。
参 考文献 は， 原則と して 論文末 尾に 記入す る。
(2) 論文のはじめにアブストラクトを細 字で入れることを原則 とする。
ア ブスト ラク トは 100 語 程度と し， 用語は 英語 とする 。
(3) キーワードをアブストラ クトの下欄に記入する。
キ ーワー ドは 4〜 5 個程 度とし ，用 語は英 語と 日本語 でそ れぞれ 記入 する。
(4) ヘッディング(Heading)―ページの上の 欄に載せる省略題名― は必ず指定する。
(5) 本文について
イ 意味 の明 確さを 失わ ない程 度に できる 限り 簡潔に する 。
欧 文原稿 (以下 「欧文 」と いう。 )は， 特に吟 味し ておく こと 。
ロ 欧文 は， A4 用 紙にタ イプラ イタ ーを用 いて 浄書し ，ダ ブルス ペー スにす る。
和 文原稿 (以下 「和文 」と いう。 )は， 委員会 指定 の原稿 用紙 を用い る。 ただし ，縦
書 きの場 合は ， 400 字詰 原稿用 紙を 用いる 。ワ ープロ によ る原稿 もこ れに準 ずる 。
ハ Section は，§1，§2……のように番号をつけ，Subsection も 2．1，2．2，2．
1． 1， 2． 1． 2 の ように 番号を つけ る。
ニ 句点，読点，かっこ，ハイフンなどは原稿用紙の一こまに書き，行を改める場合は，
最 初の一 こま を空け る。
ホ 欧文 の場 合，数 式等 イタリ ック にすべ き文 字は，Aの よ うに文 字の 下に― と朱 書す
る。
和 文の場 合， 符合及 び数 式中の ロー マ字は ，イ タリッ クと するの で， 直立体 にす べ
き 文字は ， B ― のよ うに文 字の上 に― と朱書 する 。
欧 文，和 文と も文中 ，ゴ シック にす べき文 字は ，

のよ うに 文字の 下に 〜と朱 書

し ，欧文 の場 合，ゴ シッ ク・イ タリ ックに すべ き文字 は

と 朱書し ，和 文の場 合，

と 朱書す る。
ゴ シック ・直 立体に すべ き文字 は
ギ リシャ 文字 の場合 ，α ギ と して文 字の上 にギ と朱書 する 。
添 字は，
ヘ

，

の ように ∨又 は∧と 朱書 し，見 やす くする 。

数式 等は 印刷に 便利 になる よう に注意 し， 特に文 中に 挿入す る場 合は， 例え ば

は b／ a ，
は exp｛−E／(2kT)｝等のよう に書く。二重の添字や e の 肩にの
る 添字を つけ ること 等は 避ける 。
ト O(オー)と 0(ゼ ロ )， a(エイ )と α (アルフ ァ )と σ (シ グマ )等 のま ぎらわ しい 文字
は ，はっ きり と書き ，ゼ ロ，エ イ等 と文字 の上 方に朱 書す る。
大 文字と 小文 字の区 分が 困難な 欧文 文字は ，必 ず C 大 の よう に大の 字を 朱書す る。
チ その 他印 刷すべ き本 文以外 の指 定や注 意書 きはす べて 朱書す る。
(6) 表，図，写真について
イ 表及び図は最小限にとどめる。表，図の内容，番号及び説明は，原則として英語で記入す
る。表はその上に，図はその下に番号及び説明をつけ，表の番号は Table 1，図の番号は
Fig.1 のように記す。日本語による場合は表 1，図 1 のように記す。 説明は別紙にまとめて
記入してもよい。
ロ 図面 は， 委員会 指定 の用紙 を用 いる。
ハ 文字 ，記 号等は ，濃 い鉛筆 では っきり 記入 する。
図 の中に 記す 文字， 数字 等につ いて は，前 号ホ 及びト に従 うが， 朱書 する部 分に つ
い ては， 消し ゴムで 消え る程度 の薄 い鉛筆 書き とする か， 又はコ ピー をとり それ に朱
書 する。
曲 線等の 墨入 れは投 稿者 が各自 で行 う。
ニ 各図 面は ，別々 の紙 に書き ，投 稿者名 を欄 外に朱 書す る。

表， 図の 挿入箇 所は ，本文 の左 欄外に Table 1 の よう に朱書 する 。
原図 の大 きさは ，図 版の 1.5〜 2 倍 が適当 である 。図 版の仕 上が りは， 原則 として
横は，13.5cm，9cm，6cm(縦はいずれも 21cm 以内)とし，その寸法を図の脇に朱書す
る。
ト 図版 の製 版に先 立っ て，原 図を 十分校 正し ておく 。
製 版後の 修正 には原 則と して応 じら れない 。
チ 写真 は， 図版に 準じ て取り 扱う が，カ ラー 写真の 掲載 は原則 とし て認め ない 。
(7) 文献の引用は，1)，2)，3〜5)な どのように通し番号をつけ る。また，原則として
一 つの番 号に ついて 一つ の文献 を対 応させ る。 記載の 方法 は，各 自の 所属学 会の 習慣又
は 規定に よる ものと する 。
例 ：雑誌 文献 執筆 者名 ： (論文 名)， 雑誌名 ，巻 ，号， 発行 年，ペ ージ
単 行本文 献 著者名 ：書 名，巻 ，発 行年， 発行 所，ペ ージ
(8) 脚注は，原則として本文の下に横線 を引き，その下に記入する。
脚 注番号 は， ページ ごと に※， ※※ 等を用 いる 。
2 原稿の 提出
投 稿者は ，呉 工業高 等専 門学校 図書 委員会 規則 施行細 則第 4 条第 1 項 に規定 する 期限ま
で に研究 報告 の原稿 を所 属の委 員に 提出す る。
ホ
ヘ

