
3 . 3 . 6  版 下 原 稿 執 筆 の 手 引 き 
 

 (   1992年12月17日論文集委員会決定 1993年 4月 1日  実施)  

(改正 1994年11月18日論文集委員会決定 1994年12月11日  実施ｲ) 

(改正 1995年11月20日論文集委員会決定 1996年 9月11日  実施ﾛ) 

(改正 2002年 3月19日論文集委員会決定 2002年 4月 1日  実施ﾊ) 

(改正 2007年10月19日論文集委員会決定 2008年 4月 1日  実施ﾆ) 

(改正 2013年 4月22日論文集委員会決定 2014年 1月 1日  実施ﾎ) 

(改正 2019年 5月24日論文集委員会決定 2019年 6月11日  実施ﾍ) 

(改正 2021年 9月22日論文集委員会決定 2021年12月 1日  実施ﾄ) 

 

はじめに 

この手引きが版下原稿を作成するときの手引きとなります。 ﾍ) 

原稿執筆にあたっては「論文集執筆要領」（以下，要領と略記）の各条項に従って，

本会ホームページ論文集応募原稿募集案内に掲載されている各種テンプレートを参照

しながら作成して下さい。 ﾍ) 

 

１．割り付け（レイアウト）とテンプレート  ｲ)ﾍ) 

(１) 要領 2.(3)に基づく第１項目の構成は以下の通りとなる。  ｲ) 

これによるテンプレートは本会ホームページ論文集応募原稿募集案内に掲載されてい

る。  ｲ)ﾛ)ﾆ)ﾎ)ﾍ) 

 

（A）論文（４頁以上 12頁以内）ﾍ)ﾄ)  （B）討論（２頁以内）ﾍ)  （C）訂正（３頁以内）ﾍ) 

 

 

(２) 書き方に関しては要領 2.(2)の「原稿規格と書き方」，および同 3.～9.の各記入事項

の説明に従って作成する。  ｲ)ﾍ) 

 

   
標   題 

氏   名 

英 文 要 旨 

キーワード 

 
刷上り本文 

所属機関・学位 

標   題 
（…に対する討論） 
（又は…への回答） 

氏   名 

英 文 要 旨 

キーワード 

 
刷上り本文 

所属機関・学位 

標   題 
（訂正：…） 

氏   名 

英文訂正要旨 

キーワード 

刷上り本文 
 

（訂正前） （訂正後） 

所属機関・学位 



２．文字等の種別と品質  ｲ)ﾍ) 

版下原稿（要領 1.(2)参照）作成にあたり，品質にかかわる基本事項を以下に説明する。  

ｲ)ﾍ) 

版下として不十分な場合は，原稿を返却する場合がある（要領 11.(2))。  ｲ) 

(１) 本会原稿規格と鮮明な文字・作図  ｲ)ﾆ)ﾍ) 

本文・図表等の記載事項は本会原稿規格に従い記入枠内に鮮明に，かつ版下として十

分な濃度で記載するか，または別に作成した版下を貼り付けること。  ｲ)ﾆ)ﾍ) 

(２) 文字種別と大きさ  ｲ)ﾆ) 

ａ）本文および注・参考文献の文字種別は，和文の時は明朝体，英文の時はローマン体

を原則とする。  ｲ) 

ｂ）本文および注・参考文献の字の大きさは，仕上がり(Ａ４判)で「和文本文８ポイン

ト」「英文本体８ポイント」,「注および参考文献７ポイント」を標準とする。  ｲ)

ﾛ)ﾎ)ﾍ) 

ｃ）章節の題文字は本文と同じ大きさとし，ゴシック体が望ましい。  ｲ)ﾆ)ﾍ) 

ｄ）標題・氏名・所属機関等の文字の大きさは本会原稿規格（ホームページに掲載して

いるテンプレート）の設定に従う。  ｲ)ﾆ)ﾍ) 

  これらの欄は，本会にて編集し直す（筆者にはこの部分の校正を依頼する）。  ｲ)

ﾛ)ﾆ)ﾎ)ﾍ) 

ｅ）変数は斜体，定数は立体に書くことが望ましい。  ｲ) 

ｆ）数式の添字は仕上がりで十分に見える程度の大きさとする。  ｲ)ﾍ) 

(３) 図・表  ｲ)ﾆ) 

ａ）図・表は仕上がりで十分に判読出来るよう，鮮明かつ適当な濃度で作成する。 ｲ)ﾍ) 

ｂ）内容および凡例の文字・記号は仕上がりで十分に判読できる大きさでなければなら

ない。  ｲ)ﾍ) 

(４) 写真    ｲ)ﾆ) 

ａ）写真は本原稿の掲載位置へ直接貼り込む。  ｲ)ﾆ) 

ｂ）カラー写真をモノクロとして使用する場合は，明暗がはっきりしないことがあるの

で注意する。  ｲ) 

ｃ）写真の中に直接説明が入る場合は，写真に直接タイプ文字を貼り込む。  ｲ) 

 

３．論文の書き方（テンプレートＡ）  ｲ)ﾍ) 

テンプレートＡを参考に，下記を確認しながら記入する。  ｲ)ﾍ) 

ａ）要領 2.(3)の論文の構成に従って順次記入する。  ｲ) 

ｂ）要領 2.(2)c)d)に示す字数等の基準に従う。  ｲ)ﾍ) 

ｃ）本手引き 2.(2)で示す文字等の種別・大きさなどに従う。  ｲ) 

(１) 標題と氏名  ｲ)ﾍ) 

ａ）標題と氏名は要領 3.に従って記入する。   ｲ)ﾍ) 

ｂ）先頭に「通しノンブル」「発行年月日」の貼り付け欄をとり，規定枠内に記入する。

この場合，上下に十分な空白を設けること。  ｲ)ﾎ) 

ｃ）和文・英文の記入順序は要領 3.(1)。  ｲ) 

ｄ）文字の大きさは，本会原稿規格（ホームページに掲載しているテンプレート）の大



きさにする。  ｲ)ﾆ)ﾍ) 

ｅ）記入にあたり，なるべく中央に割り付ける。  ｲ) 

ｆ）標題と氏名の間は２行程度の空白行をあける。  ｲ)ﾍ) 

ｇ）英文標題は全てを大文字で記入する。  ｲ)ﾍ) 

ｈ）英文氏名は，名を先に姓を後に書く。名は先頭文字のみ大文字にし，姓は全てを大

文字とする。   ｲ) 

ｉ）各人の氏名には「所属機関・学位」記入との対応を示す肩つき記号を付ける。  ｲ)

ﾍ) 

ｊ）標題・氏名欄は筆者記入内容を参考に本会にて編集し直す（筆者にはこの部分の校

正を依頼する）｡ ｲ)ﾛ)ﾆ)ﾍ) 

(２) 英文要旨  ｲ) 

ａ）英文要旨は要領 4.に従い，氏名の後に記載する。  ｲ) 

ｂ）氏名との間は本文相当１行以上の空白行をとる。  ｲ) 

ｃ）英文要旨は，原稿の左右に本文相当２文字ずつの空白をあけて，なるべく中央に割

り付ける。  ｲ)ﾍ) 

(３) キーワード  ｲ) 

ａ）キーワードは要領 5.に従い，英文要旨の後に記載する。  ｲ) 

ｂ）英文要旨との間は本文相当１行以上の空白行をとる。 ｲ) 

ｃ）キーワードは，原稿用紙の左右に本文相当２文字ずつの空白をあけて，なるべく中

央に割り付け，１語ずつでカンマで区切って記入する。 ｲ) 

ｄ）記入順序は英文を先行に,和文を後行に記入する。  ｲ） 

ｅ）英文キーワードはイタリック体が望ましい。  ｲ) 

ｆ）キーワード記入後，本文との間に１行以上の空白行をとる。  ｲ) 

(４) 本文 

ａ）本文（図・表・写真を含む）は要領 7.に従って記入する。  ｲ) 

ｂ）記入文字等の種別，図表・写真は本手引き 2.(2)(3)(4)に従って鮮明に記入・作成

する。  ｲ)ﾆ) 

ｃ）章と章との間は１行空白行を取る。  ｲﾛ） 

ｄ）各段落の最初は１文字分の空白をとること。  ｲ) 

ｅ）図・表・写真と本文の間は１行以上空白行をとる。  ｲ) 

ｆ）図・表・写真の横には原則として本文を書き込まない。  ｲ)ﾍ) 

ｇ）注および参考文献の番号は，本文中の引用箇所に肩つき文字1),2),注1),注2)のように明記

する（要領 8.(2)参照）。  ｲ)ﾆ) 

(５) 所属機関・学位  ｲ) 

ａ）所属機関・学位は要領 6.に従って記入する。  ｲ) 

ｂ）記入に先立ち，本文との間に罫線を引く。  ｲ) 

ｃ）記入は著者名に対応する肩つき記号，所属機関と職位，次いで学位を記入する。  

ｲ) 

ｄ）記入は和文を左側に，英文を右側に全員の各項目の先頭位置を揃えて記入する。  

ｲ) 

ｅ）和文の所属機関と職位の間は１文字あけ，職位と学位の間は「・」を記入する。和



文と英文の間は３文字あける。英文の各項目はカンマとする。  ｲ) 

ｆ）所属機関・学位欄は筆者記入内容を参考に本会にて編集し直す（筆者にはこの部分

の校正を依頼する）。 ｲ)ﾛ)ﾆ)ﾍ) 

(６) 注および参考文献  ｲ) 

ａ）注および参考文献は要領 8.に従う。  ｲ) 

ｂ）文字の大きさは本手引き 2.(2)b)に従う。  ｲ)ﾆ) 

ｃ）注は１行（１段）34文字で記入し，この行１行は本文 0.8行に相当する。  ｲ)ﾛ)

ﾎ) 

ｄ）注・参考文献記載後の論文末尾に「原稿受理日・採用決定年月日」（採用後本会で貼

付）の余白を 1行程度設ける。  ｲ)ﾛ)ﾆ) 

 

４．質疑討論の書き方（テンプレートＢ） ｲ)ﾍ) 

テンプレートＢを参考に，3.の論文の書き方に準じて記載する。  ｲ)ﾍ) 

論文と異なる部分のみを説明すると以下の通りとなる。  ｲ) 

(１) 頁数    ｲ) 

質疑討論・回答ともに２頁以内であり，超過頁は認めない。  ｲ)ﾛ)ﾆ)ﾍ) 

(２) 標題    ｲ)ﾍ) 

ａ）討論の場合は，第１行目に，「討論対象の論文標題名」に対する討論  ｲ)ﾍ) 

第２行目に，カッコ付きで著者名・掲載論文集名・巻数・号数・頁数・掲載年月を記

入する。  ｲ)ﾍ) 

ｂ）回答の場合は，討論者（全員の氏名記入）への回答を記入する。  ｲ) 

(３) 氏名    ｲ) 

討論・回答ともに全員の氏名を記入する。  ｲ) 

 

５．訂正記事の書き方（テンプレートＣ） ﾍ) 

テンプレートＣを参考に，3.の論文の書き方に準じて記載する。 

論文と異なる部分のみを説明すると以下の通りとなる。 

(１) 頁数 

訂正記事は３頁以内であり，超過頁は認めない。 ﾍ) 

(２) 標題 

訂正記事の場合は，第１行目に，「訂正：」と先頭につけた訂正対象の論文標題名，第

２行目に，カッコ付きで著者名・掲載論文集名・巻数・号数・頁数・掲載年月を記入す

る。 ﾍ) 

(３) 氏名 

全員の氏名を記入する。 ﾍ) 

 

６．その他  

(１) 記入後は原稿チェック票に従って，不備な点がないか点検すること。  ｲ)ﾆ) 
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