
＜「まてりあ」執筆要項 ＞ 

1. 原稿の体裁 

1.1 用 紙 

 原稿用紙は A4 版の白紙を縦長に用いる。 

1.2 印 字 

1 頁を２７字×２４行とする。文字、行間隔は適宜

広めにあける。文字は 12pt相当以上のものを用

いることが望ましい。 

1.3 用字・用語 

原稿は日本語で作成する。原則として常用漢字、

現代仮名づかいによる口語体横書きとし、外国

語の単語はカタカナあるいは原語を用いる。た

だし外国語の単語はなるべく用いないのが原則。 

1.4 原稿順番 

(1)1 頁目に記事分類・題目・著者名・勤務先(連

絡者住所)・英文題目・著者ローマ字(フルネー

ム)・勤務先英語訳・勤務先所在都市英語訳・

Keywords(固有名詞を除き、すべて小文字とす

る)を印字する。 

(2)以降、本文、文献、表・図説明一覧の順に印

字する。その後に各別紙の表・図を添付する。 

2. 原稿作成 

2.1 題目・内容 

(1)原稿は内容を正確かつ簡潔に表現する。 

 (2)題目は内容に最も適した表題とする。 

 (3)学会報の性格上、宣伝に渡るような記述は避 

ける。 

2.2 本文の見出しについて 

大見出し：1.2.・・・ 

中見出し：（1）（2）・・・ 

小見出し：(a)(b)・・・ 

2.3 引用について 

（1）他誌（書）より図表等を引用する場合は必

ず著作権者並びに原著者の許諾を得る。本

文中に原文のまま（あるいはダイジェスト）

利用する場合は転載とみなされるので著作

権者の許諾を必ず得る。 

（2）記述にあたっては原著論文の出所（本文中、

キャプションに上付きで文献番号（1）（2）（3）-（6）

を付けるとともに巻末に著者名（姓名）：誌名, 

巻（年）, 頁-頁を示す）を明示すること。特

に孫引きに注意する。 

2.4 図・表 

（1）図・写真のファイル形式について 

Adobe Illustrator （CS～CS3 は、10 形式での保存が望ましい） 

PSD （フォトショップ形式。全てのレイヤーを統合した状

態で） 
EPS （PostScript レベル 1 互換のみ） 
PICT （Macintosh のみ） 
JPEG （低圧縮、高解像度） 
TIFF ,  PNG 
GIF  （透明 OFF，全ての色を割り当てる） 
Microsoft PowerPoint 
PDF （画像ダウンサンプル及び圧縮なし，全てのフォン

トを埋め込む）  

（ビットマップの場合は解像度 600 dpi 以上，「白地に

黒文字」などの含まれない，写真のみの構成であれば

350dpi 程度でも可）  

（2）一般的な注意 

○1  図および写真は区別しないで図１、図２・・

とし、また、表も表１、表２・・のように

それぞれ通し番号とする。1 図ずつ別紙に

する。 

○2  一つの図が 2 図以上に分かれている場合は、

各々の図には (a)(b)(c) のように付す。

(a)(b)(c)等の位置は下図のようにする。 

 

 (a)         (a) 

       または 

 

○3  図の説明は図の下に印字する。ピリオドで

終わる。 

○4  写真原図は、一度網をかけたものは不可。

コントラストがはっきりしたもので、線、

輪郭の鮮明なものとする。 

○5  図・表中の説明文も含め全て日本語で作成

する。図表の原稿は本文中に挿入せず別紙

とし、挿入箇所を本文の欄外に指定する。 

○6  図・写真をカラーで印刷希望の場合は、刷

上り 1 頁当たり３万５千円を著者が負担す

る。 

○7  原図がカラーの場合は、｢カラー印刷｣か｢モ

ノクロ印刷｣かを明記する。 

（3）製図上の注意 

○1  図の大きさ 刷上りの 1.5～2 倍を目安とする。 

  図片段：横幅 7-8cm,  

文字の大きさ：10pt,下付き 8pt 

  図段抜：横幅 10-13cm、 

 文字の大きさ：10pt 

○2  1 図の中では文字の大きさを同一にする。 

○3  網かけ：ほとんど白色に近いような薄いも
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 のように表す。指数記号はなるべく expで表す。 のや非常に細かい網かけ、密になった曲線

は再現が難しく、モアレを生じやすいので、

なるべく用いない。 

 また、4・10-2としないで 4×10-2のように表す。 

2.8 小数点・千単位コンマ 

数字の小数点は中央より下に打つ。千単位コン

マは小数点と誤りやすいので付さない。 

○4  線は一定の濃さで、刷り上りの線の太さが

0.5-0.7pt(0.18-0.25mm)になるよう考慮する。

細すぎる線は刷り上りのカスレや切れの

原因となる。周囲の枠線はできるだけ破線

ではなく実線を使用する。 

2.9 数量の単位は SI 単位を用いる（別紙）。 

2.10 表、数式等に用いる数字、ローマ字、ギリシ

ャ文字 

2.5 文 献 (1 ) 数値を表わす文字（量の表示記号）は、定

数,変数を問わずイタリック体で表わすの

で必ず指定する。数学上の記号はローマン

体とする。 

（1）文献の引用は通し番号で、(1)（2）、あるいは（2）

-（5）のように表す。文献は本文末尾に一括す

る。私信、Preprint のような一般の人が入手

困難なものは文献として引用することは避

け、脚注として出所と具体的内容を記入す

ることが望ましい。 

   量記号： 長さｌ 面積 A, S 体積 V, v 

        圧力 P  力 F 時間 t 

        ベクトル A, a  普通定数 N, k など 

   数学記号：指数関数 exp(ただし, e で表す場合

はイタリック体とする) 
（2）引用文献の著者名で外国人はイニシャルを

入れる。日本人は姓名（フルネーム）で記

入する。なお、本文中ではいずれも苗字だ

けを記す（敬称は全て省略する）。 

 x の自然対数 ln x,  x の常用対数 log x,  

正弦 sin, 余弦 cos, 正接 tan など 

（3）文献は次の例に準じて記す。論文（記事）

題目は入れない。外国雑誌名の省略法は最

近の Chemical Abstracts に準じる。 

例 

雑誌 

（1）村上武次郎,小川芳樹：金属の研究, 5（1928）, 1-9. 

 （2）S.R. Pati and M.Cohen : Acta Metall., 17(1969), 

189-200. 

 単行本 

 （3）本多光太郎：磁気と物質,裳華房,（1917）, 65- 74. 

（4） E. Houdremont : Handbuch der Sonderstahlkunde,3. 

Aufl., 2.Bd.,Springer-Verlag,Berlin,(1956), 934-946. 

双書 

（5）大日方一司：時効硬化, 最新金属学大系 第 6  

巻 ,本多光太郎監修 ,誠文堂新光社 ,（1939） , 

251-262. 

プロシーディングス 

(6) C.Wagner : Steelmaking, The Chipman Conference, 

ed. by J.F.Elliott, The M.I.T. Press, Cambridge, 

Massachusetts., (1965), 19-26. 

2.6 脚 注 

注は全て脚注とする。本文中に†、††の記号

で示し、その頁の下段に書く。 

2.7 数 式 

文中の数式は  x    a とはしないで x/3, a/(b+c) 

                3   b+c 

 

（2）図、表、数式などに用いる数字、ローマ数

字、ギリシャ文字などは誤りをおこしやす

いので特に明瞭に書く。また、イタリック、

ボールドイタリック、ゴジックなどの文字は赤

でそのことを指定する（指定の要領は下記） 

   ギリシャ文字：○で囲む 

  イタリック：     のアンダーライン 

  ボールドイタリック：    のアンダーライン 

  ゴジック：     のアンダーライン 

  数式の上付き・下付き：10-6, λS 

    その他：紛れやすい文字は、特に指定する。  

  ex (1)c, k, o, p, s, u, z などの大文字と小文字、 

 （2）0 と O, 1 と l ,  

 （3）d と a とα, r とγ, W とω, V とｖ等 

（大文字は大, 小文字は小と指定する） 

 

３. キーワードの選定について 

 
文献検索用のキーワードを脚注に掲載しております。

下記によりキーワードを選定してください。 

 
（1）適用言語：英語 
（2）選定語句：５〜１０語程度 
（3）選定の基準：  

①主題を的確に表現し又, 全体の内容（素材, 
特性, 手法など）がよく推測できるように
著者が自由に選ぶ。 

②選定されたキーワードについて, 編集委員
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