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ジオシンセティックス論文集の 
原稿作成例 

 

 

補強一郎1・排水次郎2・John BARRIER3 

 

 この和文原稿作成例は，ジオシンセティックス論文集の論文原稿を作成するために必要なレイアウトやフォ

ントに関する基本的な情報を記述しています．この部分に論文概要を記述してください．タイトル部分のマー

ジンは，本文の左右マージンよりもそれぞれ10mm ずつ大きく取ってください．アブストラクトのフォントは

明朝体 9 pt を用いてください．和文の場合でも，句読点には，カンマ「，」とピリオド「．」を用いて下さい．

アブストラクトの長さは７行以内です．アブストラクトの後に１行空けて，キーワードを3～5語，明朝体 10pt 

のフォントで書いて下さい．！提出についての注意！ 提出は，PDF化したファイルを提出してください．な

お，ファイル名は“発表者氏名”（例：補強太郎.pfd）でお願いします． 

 

キーワード：論文原稿作成例，レイアウト，スタイル，フォント 
 

 

１．論文構成 
 

 論文は，最大 8ページ，偶数ページとします． 論文

原稿は，タイトル部分，著者所属部分そして論文本体部

分から構成されます．  

 
(1) タイトル部分 

 タイトル部分は，50文字×52行に設定して下さい．論

文タイトル，著者名，論文概要，キーワードは以下の通

りに書いてください． 
 
 （上枠から１行空け） 
タイトル：ゴチック体 20 pt  フォント，センタリング 

 （２行空け） 

著者名：明朝体 12 pt フォント，センタリング 

 （１行空け） 

論文概要：明朝体 9 ptフォント，8行以内 

 （１行空け） 

キーワード：明朝体10pt， 3～5語程度 
 （２行空け） 
 

 

(2) 著者所属部分 

 著者所属部分は，著者と所属とは肩付き数字で対応づ

け，明朝体9ptを用いて，会員種別，所属，役職，連絡

先住所の順に論文の１ページ目の下段に記述してくださ

い． 
 

(3) 論文本体について 

 論文本体部分は，25文字×52行×2段組みに設定して

下さい．段と段の間のスペースは約6mmとします．論文

本体部分のフォントは明朝体10ptを用いて下さい． 
 和文の場合でも，句読点には，カンマ「，」とピリオ

ド「．」を用いて下さい． 
 
 

(4) マージン 

 全てのページのマージンはこのサンプルにありますよ

うに上辺20 mm，下辺25 mm，左右ともに20 mmに設定し

てください．タイトル部分の左右のマージンは，本文の

左右のマージンよりもそれぞれ10 mm ずつ大きくとって

下さい． 
 
 
２．見出し（見出しが１行以上になる場合にはこ

の例のようにインデントして折り返してくだ

さい） 
 

 (1) 見出しのレベル 

 論文は章，節，項から構成してください．それぞれの

見出しの数字の記述は次のように統一します． 

 

 章：１．，２．，３．・・・（全角） 

 節：(1)，(2)，(3)・・・（半角） 

 項：a)，b)，c)・・・（半角） 
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 章の見出しはゴチック体11ptフォントを用いて下さい．

章の見出しについては，上を２行，下を１行空けて下さ

い． 

 

(2) 節の見出し 

 節の見出しはゴチック体10ptフォントを用いて下さい．

また，見出しの上だけに１行程度のスペースを空けて下

さい． 

a) 項の見出し 

 項の見出しはゴチック体10ptフォントを用いて下さい．

項の見出しの上下には特に空行を挿入する必要はありま

せん． 

 

 

３．数式および数学記号（数学記号の説明なし） 
 

 数式は以下の例に示すようにセンタリングして下さい．  
 

  
0
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G b t




                  (1a) 

 sinF zdz


    (1b) 

 

 論文本文中での式の呼称は，式 (1)，式 (2)，式

(3)，・・・のようにします． 

 

 

４．図表 
 

(1) 図表の配置 

 図表は，本文中の引用個所に近い位置に配置してくだ

さい．  

 

(2) 図表中のタイトル 

 図表中の文字や数式の大きさが小さくなり過ぎないよ

うに注意してください．特にキャプションの大きさ 

(9pt)より小さくならないようにして下さい．表のタイ

トルは表の上に置いてください． 

 

(3) 本文中での図表の引用 

 論文の本文中において図表を引用する場合には，図－

１，図－２，・・・，表－１，表－２，・・・，のよう

にゴチック体にして下さい． 

 

 

５．参考文献の引用とリスト 
 

(1) 参考論文のリスト 

 参考文献は，本原稿作成例に示すように原稿論文の末

尾にまとめてリストとしてください．なお，参考文献は

出現順に番号を振ってください．参考文献のリストの番

号は，1)，2)，3)・・・のようにして下さい．また，参

考文献リスト中の文字の大きさは9ptとして下さい． 

 

(2) 参考文献の引用 

 本文中で参考文献を引用する場合には，原稿末尾の参

考文献リストの番号にしたがい，ここに示すように1)上

付き右括弧付き数字で指示します．  

 

 

６．脚注および注 
 

 脚注や注はできるだけ避けて下さい．本文中で説明す

るか，もしくは本文の流れと関係ない場合には付録とし

て本文末尾に置いて下さい． 

 

 

７．最終ページのレイアウトと英文要旨 
 

 最終ページには英文のタイトル，著者名および要旨を

横１段組で書きます．このサンプルにあるように，本文

や参考文献リストまでの２段組部分の左右の柱の高さを

ほぼ同じにし，10 mm 程度の空白を入れて英文要旨を配

置します．英文要旨部分の幅はタイトル部分と同じく本

文よりも左右を 10 mm ずつ狭くします．（見本中の説

明によれば，タイトルと著者名は12ptでセンタリング，

要旨は10ptで７行以内，フォントはTimes-Roman） 

表-1 表のキャプションは表の上に置く．このように長い

ときはインデントして折り返す． 

 

資料番号            高さ h (m)         幅 w(m) 
1                   1.45                   0.25 
2                   1.75                   0.40 
3                   1.90                   0.65 
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図-2 図のキャプションは図の下に置く 
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８．英文論文 
 

 英文で執筆される場合，フォントの大きさは和文論文

の場合と同じに，フォントの種類はTimes New Romanとし

ます．また，論文末の論文要旨は和文とし，そのスタイ

ルは，７．に記載した英文要旨のスタイルを参考にして

下さい． 

 

 

謝辞：「謝辞」は「結論」の後に置いて下さい．見出し

とコロンをゴチック体で書き，その直後から文章を書き

出して下さい． 

 

付録 「付録」の位置 

 

 「付録」がある場合は「謝辞」と「参考文献」の間に

置くこと． 
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