
 

 

 

第５８回飛行機シンポジウム WEB 講演集原稿執筆要領 
 

 第 58回飛行機シンポジウムのWEB講演集用の原稿を下記の要領で作成願います。 

※例年、講演集はシンポジウム会場にて CD-ROMで配布しておりますが、本年度はシンポジウムが

オンライン開催となったため、シンポジウム HPからのダウンロードとし、CD-ROMによる配布

は致しません。また，各講演の概要をまとめたアブストラクト集についても、昨年度に引き続き、

本年度も制作いたしません。ご了承下さい。 

 

 

１．提出していただく原稿 

・ WEB 講演集用原稿  ：PDF型式で学会サイトよりアップロードしてください。 

   

※ご提出頂きました WEB 講演集用原稿の著作権は日本航空宇宙学会に帰属しますので予めご了承

下さい。 

 

２．WEB 講演集用原稿の詳細 

 

２－１．原稿及び図・表のフォーマット 

(1) 原稿のフォーマット 

 第 58回飛行機シンポジウムWEB 講演集用原稿は、以下に示しますフォーマットに従って、ワード

プロセッサで作成してください。詳細は本資料の最終ページに示すフォーマットおよびダウンロード

用のテンプレート（Microsoft Wordファイル）を参照して下さい。 

 

 原稿サイズ  A4 

 原稿余白  左右各約 23mm，上下各約 25mm 

 字体   細明朝体（英文箇所は Times-Roman）またはそれに準ずる字体 

 文字サイズ  約 9.5ポイント（9～10ポイント） 

 行間   文字高の約 50％ 

 段組   本文は段組なしか 2段組、本文以外は段組なしとする。 

 題目   約 16ポイント細明朝体。中央揃え。（下記注参照） 

 著者名   題名から 2行送りで記入。中央揃え。 

    著者が 2名以上の場合には登壇者に○印をつける。 

 所属   氏名のあとにカッコ付で記載。 

 英文題名  日本語著者名から 2行送りで記入する。中央揃え。 

 英文著者名  英文題名に続いて記入する。中央揃え。 

 キーワード  英文著者名から 2行送り。" Key Words : " の後に 3～5 語を記入。 

    中央揃え。 

 アブストラクト（英文） 英文キーワードに続いてアブストラクトを英文で記入する。 

    "Abstract" の文字は中央揃え。 

 セクションタイトル 細明朝体左づめ。 

 各段落の先頭  1字下げ。 

 

 注）題目（和文）には講演番号を先頭（左端）に付記してください。講演番号の書式は Times-Roman、

約 16 ポイントとしてください。講演番号と題目の間は 1 文字以上あけてください。講演番

号は、ホームページ上へ８月下旬に公開されますプログラムでご確認下さい。 

 

(2) 図・表のフォーマット 

 図は印刷時に見えにくくならないよう、線は太目に作成してください。タイトル記入場所は図の場

合は下端，表の場合は上端です。図・表には必ず番号とタイトルをつけてください。また、図でグラ

フを使用する場合、各軸には必ず変数名を記入してください。 

 



 

 

 

２－２．原稿ファイル及び参照用ファイルの準備 

 WEB 講演集は参加登録者のみアクセス可能なサイトからダウンロード可能とする予定です。WEB

講演集には、講演論文の本文と、本文の理解を容易にするための参照用ファイルが収録できます。参

照用ファイルは下記の制約の範囲内で自由に添付していただいて結構ですが、講演論文としては本文

だけで完結していることが前提となります。 

 

(1) 本文（PDFファイル） 

  原稿ページ数 ： 4ページ以上 

   （上限は特に設けませんが、4～8ページを目安としてください） 

 ファイル形式は原則 PDF形式として下さい。ただし、必ずワードプロセッサの変換機能を用い

て PDF化したものにして下さい。（原稿を印刷してスキャンした PDFファイルは NG） 

 

※１ CD-ROM講演集ではカラー図表も使用できます。 

※２ PDF形式に変換できない場合、学会事務局にご相談ください。 

※３ PDF形式をそのまま収録しますので仕上がりを十分に確認して下さい。 

※４ ページ番号は不要です。 

 

(2) 参照用ファイル 

ファイルの種類及び形式： ファイルの種類及び形式（文章、データ、図表、静止画、動画、音

声、など）は自由ですが、できるだけ一般に普及している形式のファイルに

して下さい。収録にあたっては、ダウンロードした聴講者がファイルを参照

できるかどうかの確認はいたしません。 

ファイル数： 特に制限は設けません。 

ファイル名： 半角アルファベットまたは半角アルファベット＋半角数字で 8文字以内。 

          ファイル名には必ず拡張子を付けて下さい。 

本文とのリンク： 本文とのリンクを付けることはできません。 

ファイルの容量： 参照用ファイルを合計した容量は原則として 3Mバイト以下にして下さい。 

 （3Mバイト以上の容量をご希望の方は事前にご連絡下さい） 

 

  ※１ 商業目的の広告は収録できません。（著者の紹介等は結構です。） 

  ※２ 解凍を必要とする圧縮ファイルは受け付けません。 

 

３．原稿の締切及び提出方法 

 原稿は下記の期日までに、学会サイトよりアップロードしてください。締め切りに遅れますと WEB

講演集作成のスケジュールに支障をきたし、関係者に多大の迷惑となります。ご理解のうえ、〆切厳

守でお願いします。 

 

               原稿締切     ２０２０年 ９月１８日（金）午後５時 

 

 なお、査読の結果、本シンポジウムの趣旨に添わない内容であると判断された場合には、講演をご

遠慮願うことがありますのでご了承下さい。 

 

 



 

 

1A1 飛行機シンポジウム講演集原稿書式の見本 
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How to Prepare the Paper for the 57th Aircraft Symposium of JSASS 
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Abstract 

This is the manual for how to prepare your manuscript for the 58th Aircraft Symposium of Japan Society for 

Aeronautical and Space Science (JSASS). All the final drafts should be written by word processors with the 

format specified in this manual. Your final draft in a form ready for photo-printing must arrive at the Society 

Head-quarters by 18th September, 2020. Any questions regarding this manual should be addressed to 

headquarters. 
 

１．はじめに 

 このページは第 58 回飛行機シンポジウム

CD-ROM講演集用原稿のフォント及び書式の見本で

す。これまで学会誌に掲載されている執筆要領に従

って原稿作成をお願いしていましたが、第 38回より

A4 判の前刷集に合わせて書式を変更しています。 

 

２．原稿の書式について 

 CD-ROM 講演集は電子化に伴い、ページ数の制限

を原則として撤廃します。4ページ以上としますが、

目安として 4～8ページとして下さい。 

 書式は A4 判での出力に合わせて従来のものに比

べてフォントを小さくして、実質的に約 1 ページ分

文字数を増やしています。また、本文は 2 段組とし

（段組なしでも可）、本文以外は段組なしの中央揃え

なっています。また、上下左右の余白も変更してあ

りますのでご注意下さい。 

 

３．CD-ROM 講演集 

 第 39 回より、講演集は CD-ROM による出版のみ

となりました。CD-ROM 講演集では、本文の説明を

補足するためのファイルも収録できるようにいたし

ました。これは、一枚の CD-ROM には PDF 形式に

された全本文ファイルの約 10 倍の容量があるため

で、CD-ROM講演集を活用していただくと、ページ

数の限られた本文では十分に記述することの困難な

詳細な説明、多量のデータ、また、紙面では伝えら

れない動画や音声など、従来の講演集では不可能な

大量の情報が提供可能となります。 

 

      図１ CD-ROM 講演集 

 

 

 なお、参照用ファイルを収録するフォルダー名は

講演番号として下さい。講演番号は、この執筆要領

を公開する時点では決定できませんが、８月下旬以

降にホームページ上に掲載予定ですので、ご確認下

さい。 

（この文章は 9.5 ポイントの明朝体で作成されてい

ます。） 

 

４．原稿締切り 

 2020年 9月 18日（金） 

 


