
2017 年年会 http://www.ceramic.or.jp/ig-nenkai/2017/ 

 8 / 21 
 

4.予稿原稿作成要領 
 

本要領は予稿原稿作成上の留意事項をまとめたものです。AdobePDF（Portable Document Format）形式

ファイルの電子投稿のみとします。行事企画委員会では、各種ワープロソフトの文書ファイルから PDF
形式ファイルへの変換サービスは行いませんのでご了承ください。予稿集に掲載された予稿の著作権は、

公益社団法人日本セラミックス協会に帰属します。また、予稿集の電子化に伴い、投稿されたファイルは

そのままの形で電子版予稿集に掲載されます。  
 

 4.1 予稿原稿の投稿方法  
 
1. 投稿は PDF ファイル（電子ファイル）のみ受け付けます。 
2. 予稿原稿の投稿は、下記 URL よりアップロードしてください。 
3. アップロードできるファイルサイズの上限は 3MB 程度です。文書中の写真や画像の解像度に注意してください

（4.2-5 項を参照）。ファイル名はご自由に設定しください。  
4. 電子メールの添付書類での電子投稿は受け付けません。 
5. 必ず期日までに Web から電子投稿していただきますようお願いいたします。 
 
 

■申 込 U R L■   http://www.ceramic.or.jp/ ig-nenkai/2017/ 

■申込受付期間■   開始 2016 年 12 月 01 日（木）14:00 

             締切 2017 年 01 月 12 日（木）14:00 締切厳守 
 
Web からの申し込みのみ受け付けます。 
パソコンやネットワークのトラブル等、いかなる理由であっても 締切後は一切の例外なく受け付けできません。 

 
研究発表申込と予稿原稿提出を同時に受け付けます。 
申込時に予稿原稿（PDF）と抄録（和文 300 字程度）が必須となります。 
申込後、期間内であれば申込内容の修正、予稿 PDF の差し替えが可能です。 
修正や差し替えについても締切までに完了してください。 
ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 
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 4.2 電子ファイルの作成方法  
 
1．AdobePDF 形式で投稿していただきます。  
 
2．用紙の設定 : 
原稿に用いる用紙のサイズは A4 判（297mm×210mm）縦とします。必ず Word のテンプレートファイル

をホームページ（http://www.ceramic.or.jp/ig-nenkai/2017/）よりダウンロードして使用してください。  
 
3．PDF 原稿を作成する際の OS とアプリケーション : 
OS は各社サポート対象となっているバージョンを推奨いたします。PDF を作成するアプリケーション

は、各 OS に対応した Adobe 社の Acrobat を推奨いたします。作成方法については Acrobat 付属のマニュ

アルをご覧ください。例えば Word から Acrobat で PDF を作成する場合は、メニューの「ファイル」→
「プリント」→「プリンタ」で「Adobe PDF」を選択→「プロパティ」（Mac では「PDF オプション」）

より「High Quality」もしくは「Press Quality」を選択の上「プリント」ボタンを押してください。Mac OS 
X には、標準で PDF 形式のファイルを作成する機能があります。プリントのダイアログにある「PDF
として保存」を選んでください。その際に「拡張子を隠す」のチェックをはずすと、ファイル名に“.pdf”
がついたことが確認できます。特に、Adobe Acrobat 以外の PDF 作成ソフトでは、使用したフォントが

別のフォントにおきかわる場合がありますので、必ず作成後確認を行ってください  
 
4．使用可能なフォント : 
コンピュータの機種・環境により文字化けが発生する可能性がありますので、使用可能なフォントを下

記の範囲に制限させていただきます。電子ファイルアップロード（電子投稿）の際に使用フォントの

チェックを行います。指定外のフォントを使用したファイルは投稿できませんのでご注意ください。ま

た、前項の通り pdf 形式ファイルを「High Quality」もしくは「Press Quality」を選択して作成すること

で文書にフォントが埋め込まれ、文字化けが起こらなくなります。メニューの「ファイル」→「文書の

プロパティ」の「フォント」で、使用している下記のフォントが「埋め込みサブセット」になっている

ことをご確認ください。  

 

MS 明朝、MS ゴシック、MS P 明朝、MS P ゴシック、平成明朝、平成角ゴシック、ヒラギノ明朝、

ヒラギノ角ゴ  

Arial, Arial-Bold, Arial-Italic, Arial-Bold Italic, Courier, Courier-Bold Oblique, Courier-Oblique, 
Helvetica, Helvetica-Bold, Helvetica-Bold Oblique, Helvetica-Oblique, Symbol, Times-Roman, Times, 
Times New Roman, Times-Bold, Times-Bold Italic, Times-Italic, Zapf Dingbats 

 

5．写真や画像などの解像度と大きさ : 
 写真や画像の解像度は600dpi程度を推奨します。解像度を上げすぎると、ファイルサイズが大きくなり

ます。解像度を下げすぎると仕上がりが悪くなります。カラーの写真、画像をお使いいただけます。ただ

し、本文は白黒としてください。  

6．作成したPDF ファイルの確認 : 
いずれの方法で作成した場合も、必ずPDF閲覧ソフトウェアで印刷を行い、意図した原稿になっているこ

とを確認してください。  

7．ファイル形式とファイル名 : 
 ファイル名はご自由におつけください。  
ただしMac OSをお使いの方も必ずPDFの拡張子を付けてください。  
（例）  日本セラミックス協会年会 -氏名 .pdf 
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 4.3 予稿原稿作成見本   A4 用紙（縦） PDF ファイルのみ受け付けます（郵送不可） 
 

 

 

予稿原稿作成見本 
 

（セラミックス大学）○世良太郎・三久須花子、（マテリアル研究所）John. F. Ceramics 
 

Example of Preprints / T. Sera, H. Mikusu(Ceramics Univ.), J. F. Ceramics (Materials Inst.) /  
The manuscript should be typewritten on A4 (210 × 297 mm) paper with 25 mm margins for top and bottom and  

20 mm margins for left and right. Presentation title, authors' names, affiliations and an abstract of 50-100 words in  
English should be presented. Please read carefully the following instructions and prepare a clear manuscript  
for the annual meeting. 
問合先:E-mail: taro.sera@ceramics-u.ac.jp 

 
（本文） 
1）予稿原稿は、Microsoft Word 用テンプレートファイルを協会ホームページからダウンロードして 
  作成してください．（http://www.ceramic.or.jp/ig-nenkai/2017/） 

・予稿原稿サイズは A4 縦置きで、余白（マージン）は、左右 20 mm、上下 25 mm です． 
枠線は不要です． 

・文字サイズは、演題 12 ポイント（ボールド）、英文概要 9 ポイント、本文 10 ポイントです． 
・テキスト本文は黒字とし、画像（グラフ、写真）は白黒またはカラーとします． 
・段組みはしないでください． 
・講演番号、ページ番号等のヘッダー・フッターは事務局で付けます． 

 
2）ページ数は 1 ページで作成してください． 
 
3）提出ファイルは Adobe PDF 形式に限ります．PDF ファイルの作成に当たって、 
  以下の点にご注意ください． 

・Adobe Acrobat Reader 5.0 以上で表示・印刷可能なファイルとしてください． 
・PDF ファイルの大きさは、3 MB 以下になるようにしてください． 
・文字化け防止のため、フォントを埋め込んでください． 
・セキュリティ設定は「なし」としてください． 

 
4） 執筆要領 

・発表者（登壇者）には ○印を付けてください 
・演題、日本語の所属・氏名、英文概要の後にそれぞれ 1 行空けてください． 
・英文概要は、演題、著者（登壇者には下線をつける）、所属、抄録（50～100 語）の順に 
 書いてください． 

各項目は / （半角スペース＋半角スラッシュ＋半角スペース）で区切ってください． 
・英文概要の後に問合先（E-mail または FAX）を書いてください． 

発表者が学生の場合は指導教員の連絡先を記載してください． 
・英文概要と本文の間に、線を引いてください． 
・図表のキャプションおよび軸タイトル、凡例等は、原則英語で記載してください． 
 解像度は 600 dpi 程度をお勧めします． 
・単位は原則 SI 単位を使用してください． 

講演番号貼込スペース

（30 mm 以上） 

（
 

55mm 

65mm 
 程度 ）

上部余白 25 mm 

（この枠は書かないでください） 

（このフッターは協会で編集時に挿入します） 

下部余白 25 mm 

左余白 

20 mm 

右余白 

20 mm 

日本セラミックス協会 2017 年年会 講演予稿集 
Ⓒ The Ceramic Society of Japan, 2017 
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