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博士の学位を取得するには，学術雑誌に論文を掲載させ，学位論文を提出する必要がある．
このために役立つことを本書にはまとめてある．あらたまって教わることはないが，確実に
行うことになるので参考にしてもらえれば幸いである．まず，論文の投稿の方法・注意点に
ついて以下にまとめておく．博士論文本体については 29 ページから記載している．リンク
先や投稿規定・投稿画面は変更の可能性もあるので最新版の指示に従うこと．本冊子の記述
はあくまで一例であり目安でしかない，研究分野によって執筆スタイルや文化も違うだろう．
大学によって申請の方法や規定が異なるので，自分の所属先の博士論文審査の申請方法を必
ず確認してほしい． 
 

＜論文の投稿方法＞ 

 投稿の作法の大部分は AIChE Journal のところに書いてある．はじめて投稿する雑誌が
この雑誌でなくても，AIChE Journal のところの説明は一通り目を通しておくとよい．どの
論文に投稿するにしても共通の注意点を最初に列挙しておく． 
 
■ 何事もデザインや使い勝手は大切だ．グラフなどの見やすい図の作成のコツを学んでおこ

う，以下のものから学ぶとよい． 
 高橋佑磨，片山なつ，伝わるデザイン 研究発表のユニバーサルデザイン，書体の選

び方 http://tsutawarudesign.web.fc2.com/yomiyasuku1.html 
 ドナ･M･ウォン（著），村井瑞枝（訳）；ウォールストリート・ジャーナル式 図解表

現のルール，かんき出版 (2011)  
https://www.amazon.co.jp/dp/4761267437/ 

■ 論文に載せる画像中の文字が鮮明になるように画像を作成すること．色の濃い写真の中に
文字を載せるのは避けるとよい．図中の文字が不鮮明だと校正（proof，ゲラ刷りの確認）
の段階で図の差し替えを要求されることがあるのでこれを避けるためである（校正には
48 時間以内に対応するのが基本なので慌しい）． 

■ 表は Excel で作成したものを Word に貼るときは，Excel 上で Ctrl+C，Word 上で
Ctrl+V として貼り付ける（Excel の内容を拡張メタファイルで貼らないこと！編集者が
ダイレクトに文字データを取れないので表の部分だけ再投稿を求められることがある）． 

■ 図表のキャプションは本文を見ずに図表とキャプションだけを見て図表の内容･実験条
件･目的が把握できるようにする．このためキャプションは名詞形だけでなく，文章の形
になってもいい．図中の略語や記号はキャプション中でも定義すること．凡例がグラフの
プロットエリアに納まりきらないときはキャプションの中に入れてもよい．グラフの各系
列のそばにできるだけその系列の条件（凡例）を併記すると図を見る人の視線の動きを最
小限にできる．キャプションの例は 21 ページに載せた． 

■ 文献リストは情報の正しさ確認をしっかり行い，投稿規程のスタイルに忠実に合わせて作
成すること．スタイルに合っていない，情報が抜けている･間違っている場合（年号や名

http://tsutawarudesign.web.fc2.com/yomiyasuku1.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4761267437/
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前のつづりは非常に間違えやすいので注意！）は校正の段階で指摘される．校正の確認の
返事を早くする必要があるため，校正の段階で訂正は極力少ないほうがよい．文献リスト
の作成には細心の注意を払おう． 

■ 論文を書くための英語の勉強法は別途『英語論文の書き方・英語プレゼンの学習法』(PDF
ファイル)にまとめている（さらに内容を大幅に増補した Kindle 版はこちら）． 

■ 専門用語や概念の表現は論文内で統一すること． 
■ スペルチェッカーをかけること．さらに，スペルチェッカーに判定されないスペル・文法

ミスもあるので，原稿はよく読み返そう．グラフの軸の説明や画像中の英単語はスペルチ
ェッカーで判定できないこともあるので気をつけよう．予算と時間に余裕があれば英文校
正を利用するとよい（冠詞や前置詞を完璧に使いこなすのはほぼ不可能であるため，  
11 ページに業者の例を紹介）． 

■ 3 人称単数 s や複数形が抜けやすい．主語と述語の数の対応をよく確認する． 
■ 日本人が思っている以上に数えられるものは多い．温度も複数の条件点を考えれば数えら

れる．数えられるものの単数には a か the が必ずつく．ネイティブには冠詞の省略が過
ぎように見えるようだ．関連分野の論文をよく読み（書き写してみるとよい），数えられ
るものにはどんなものがあるか感覚をつかんでおくとよい． 

■ 画像を個別にアップする場合，画像の形式は投稿規定に従うこと．印刷に不向きとされる
BMG･GIF･PNG 形式は避けるのが無難である． 

■ 研究費の援助を受けた場合は，その規定に従って謝辞を入れる（例は 14 ページ）． 
■ Cover Letter（例は 16–17 ページ，学会などの特集号に対応したものは 18 ページ）と

Reviewer 候補リスト（例は 19 ページ）も作成する． 
■ 共著者に内容の確認を取ってから論文を投稿する． 
 

【AIChE Journal（出版社Wiley（ワイリー））】 

次のリンク先に要旨の制限語数（150 words まで）や文献のスタイルなどの細かなガイド
ラインが載っている． 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1547-
5905/homepage/ForAuthors.html 
 テンプレートのようなものは提供されていない．原稿は Times New Roman の 12pt.，
Double Space とし，ページの下部にページ数入れて準備すれば問題ない．これらは雑誌側
が指示していることはまれなので何も注意書きがなければこれでよい． 

表紙の一例を 20 ページに示してある．内容は，論文の種類（Full Paper･Review･Letter
など）･タイトル･著者名（イニシャルを用いずに氏名共にスペルアウトする）･所属と住所･
Corresponding Author の連絡先である．一般に査読などのやりとりをする代表の著者であ
る Corresponding Author には*（アスタリスク）をつける．AIChE Journal ではタイト
ルの文字数が 80 字以内とされている． 

http://www.panoramic-view.info/pdf/English-study-for-DrCourse.pdf
https://www.amazon.co.jp/dp/B00I607SGK/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1547-5905/homepage/ForAuthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1547-5905/homepage/ForAuthors.html
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原稿は Abstract（通常は 1 段落で書く），Introduction，Experimental，Results and 
Discussion（Results が複数形なのに注意），Conclusion(s)，Acknowledgment(s)，
Literature Cited（References とする雑誌もある）で構成されることが多いだろう．原稿
の後に図表のキャプションのリスト，最後に図と表を 1 ページに一つ配置していけばよい．
また，原稿のページ下部に第一著者名とページ番号を入れておく． 

文章の原稿ファイルと，図を一つ一つ別のファイル（EPS･TIFF 形式）でアップロードす
るようにという指示があるが，一つのファイルに原稿･キャプション一覧･図と表を 1 ページ
に一つ掲載したものの順になっている一つのファイルをアップロードしても問題ない
（Elsevier･ACS はどちらでもいいが，Wiley は，図は分割したファイルでの提出が必須）． 

図ファイルを分割して TIFF などのフォーマットに変換して投稿する際の注意点を述べて
おく．PowerPoint で作成した図を TIFF 形式で保存（ファイルの種類を変える）すればこ
れに対応可能である。しかし，掲載されるときよりも一辺の長さで最低でも 2 倍以上図を大
きくして（PC の画面上で大きく表示されるようにして），図のサイズに比例してフォントサ
イズも大きくして，出版社側で縮小して掲載されるくらいにしないと，画質がひどいことに
なるので注意が必要である．やってみればわかるが， PowerPoint から TIFF にすると文字
を含めた曲線全般が荒くなる． 

カバーレターや査読候補者一覧といった原稿に関するファイルを一通りアップロードした
ら，投稿システム側ですべてをつないだ PDF ファイルが生成される（少し時間がかかる）．
この PDF ファイルの内容を確認して問題がなければ Approve する．この変換の際，文字化
けすることもあるので特殊文字を用いたときは注意しよう． 

図をカラーにしておくと追加料金を取られるので（この雑誌は一つのページに一つのカラ
ー図で 850＄，そのページに二つ目以降は一つ増えるごとに 150＄），モノクロだけで図を
作成するか，オンラインだけカラーで出版（これだと追加料金なし）にするとよい．モノク
ロでいく場合は，グラフの線種を工夫すること．紙面は 2 段組なので，図のサイズはシング
ルカラム（3 1/4 inch，8.26 cm）に収まるようにしておくと，投稿した図がほぼそのまま
紙面に載るので校正段階で図が見えにくくなっていたというトラブルを回避できる． 

式 中 の 変 数 を 示 す 記 号 は 式 の 後 に 逐 一 説 明 し て い れ ば そ れ だ け で も よ い ．
Acknowledgments と Literature Cited（文献リスト）の間に Notation の項目を設けて
一覧で示してもよい． 

文献リストのフォーマットは AMA Style に従うようになっている．番号で文献を引用す
る．詳しくは以下のリンクを参照のこと．雑誌の最新号に載っている文献リストとも見比べ
ておこう（雑誌に掲載されているスタイルを優先する）． 
http://www.library.illinois.edu/learn/research/citation/ama.html 

ちなみに投稿用のページは以下のとおりである． 
http://mc.manuscriptcentral.com/aiche 

また，投稿時に論文のタイトル･著者･簡単な内容の概略を書いたカバーレター（16 ページ
に例）と最低 4 名の査読候補者（と推薦理由）を挙げる必要がある（これは投稿ページに行

http://www.library.illinois.edu/learn/research/citation/ama.html
http://mc.manuscriptcentral.com/aiche
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くとわかる）．査読候補者は最低 2 名は過去 10 年以内に AIChE J.で出版したことがあるこ
と，できれば最低一人は産業界にいた経験をもつ人を挙げることが推奨される． 
 論文受理後の書類のやり取りについては次の項で述べている．おおまかにやることは
Proof の確認・著作権譲渡書類へのサイン･別刷りの注文であり，どの雑誌でも同じである． 
 

ほかの雑誌の投稿時の注意点も以下に示しておく．原稿の用意の仕方やアップロードの方
法で AIChE Journal と同一の部分も多いので，そこは繰り返さない． 
 

【Chemical Engineering Science（CES，出版社 Elsevier（エルゼビア））】 

 雑誌の投稿規程は以下のページにある． 
http://www.elsevier.com/journals/chemical-engineering-science/0009-
2509/guide-for-authors 
 ポイントになりそうなところを以下に列挙しておく． 
 
■ 原稿はフォントサイズ 10 または 12 pt.，Double Space で作成する． 
■ Highlight として論文のアピールポイントを箇条書きで 3 から 5 項目（各項目は 1 文で

85 字 以 内 ） に 簡 潔 に ま と め た も の を 同 時 に 投 稿 す る よ う に な っ た （ 例 は
http://www.elsevier.com/journal-authors/highlights）．Highlight は名詞形でも構
わない．検討内容の要約ではなく，技術･理論面で明らかになったことを端的に記す．
Highlight を記述したファイルには Highlight の内容そのものの文字列以外は記載しな
いこと．書き方によっては「The highlights are as follows.」といった文言も Highlight
に入れられてしまう可能性がある． 

■ 要旨は 200 語程度までにまとめる（語数の指定なし？）． 
■ Key word は六つ示す．そのうち四つは雑誌が推奨するリストの中から選ぶ． 
■ 文献リストのフォーマットも上記のページのとおりにする．文中で名前と年号で引用し，

原稿の最後に筆頭著者の苗字のアルファベット順に並べる． 
■ 査読者を 6 名推薦する．図をカラーにするとカラーチャージが請求されることもある． 
 

論文の投稿は以下のページからできる．Corresponding Author をシステムに登録し，登
録した ID と Password でログインして，必要情報を入力し，カバーレター（例は 16–18 ペ
ージ）・査読者候補リスト（氏名・所属・Email アドレス・住所もわかれば，例は 19 ページ）・
原稿ファイル（原稿・図表が一連の Word ファイルでも OK）をアップロードする． 
http://ees.elsevier.com/ces/ 
ファイルをアップロードすると，投稿したファイルを PDF に変換する画面が現れる．PDF
が生成すると，この時点では Main menu を見ると Submissions Waiting for Author's 
Approval の右側に表示されている数字が 1 になっている（Approval ができるようになっ

http://www.elsevier.com/journals/chemical-engineering-science/0009-2509/guide-for-authors
http://www.elsevier.com/journals/chemical-engineering-science/0009-2509/guide-for-authors
ttp://www.elsevier.com/journal-authors/highlights
http://ees.elsevier.com/ces/
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た時点で Corresponding Author に承認を促すメールが届く，変更する場合はファイルの
アップロード，PDF の生成もやりなおしになり，再度 Approval ができるようになる度に
Corresponding Author に案内のメールが届くことになってしまうので，十分に確認してか
ら投稿する）．変換が完了すると次のような画面になる．右側の Ethics in Publication の  
I accept にチェックを入れ，左側の Action Links をクリックすると現れる Approve 
Submission をクリックして Yes を選択する．これで投稿が完了する．Main menu に戻る
と Submissions Waiting for Author's Approval の数字は 0 になり，Submissions Being 
Processed のところの数字が 1 増えている． 
 

 
 

【Chemical Engineering Journal（CEJ，出版社：Elsevier）】 

 雑誌の投稿規程は以下のページにある． 
http://www.elsevier.com/journals/chemical-engineering-journal/1385-
8947/guide-for-authors 
分野によって投稿する Editor が異なる．原稿にはページ番号を入れる．要旨は 250 語以内
を目安とする（投稿の Web 上の入力欄では 300 語までは受け付けてくれる）．番号で文献を
引用する． 査読者を 3 名推薦する（Web の入力欄では選択した理由も述べる必要がある）．
ほかは Chemical Engineering Science とほぼ同じ．論文の投稿は以下のページからでき
る．Corresponding Author の登録は Elsevier の雑誌ごとに行う必要がある． 
http://ees.elsevier.com/cej/ 

http://www.elsevier.com/journals/chemical-engineering-journal/1385-8947/guide-for-authors
http://www.elsevier.com/journals/chemical-engineering-journal/1385-8947/guide-for-authors
http://ees.elsevier.com/cej/
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【Industrial & Engineering Chemistry Research（出版社：American Chemical Society）】 

 要旨の長さが短い（100–150 words）のでとくに簡潔に記述する．査読者を 6–8 名推薦
する．その内最低 2 人は北アメリカの人を選ぶ．Cover letter に内容の紹介と査読者リスト
の両方を含めておく（Elsevier のように査読者リストのファイルを別途アップロードするよ
うになっていない）．この雑誌は 3 名の査読者がつくことがある（通常は 2 名としている雑
誌が多い）．校正の段階で英語もある程度ブラッシュアップしてもらえる．カラーで出版する
つもりのない図は投稿の時点でモノクロにしておくこと．図の凡例をキャプションで示す場
合は灰色も使えない（たとえば▲は▲に変換されてしまう）ので，灰色の凡例がある場合は
図中に凡例を示すこと．カラー込みだと別刷り料金が 100 部あたり 100 ドル程度上がる．
シングルカラムに収まる幅の図のサイズにすることが推奨されている．引用文献で in press
のものがある場合は，Supporting Information として，受理済みの原稿を同時にアップロ
ードしておくとよい．なお，Cover Letter は最初の投稿時は Editor，改訂版投稿時は割り
当てられた Associate Editor あてに書く． 

ACS の Web 上の投稿システム（Paragon system）からだけ原稿を投稿できる．論文の
投稿は以下のページ右側の「Submit & Review Journal Manuscripts」からシステムに
Log In できる．このページからリンクをたどると投稿規程の PDF ファイル（文献リストの
スタイルはこれを参照すること）や著作権譲渡の書類，原稿のひな型のファイルがダウンロ
ードできる．なお，このシステムへのログインのパスワードは 3 ヶ月ほどで expired してし
まう．こうなるとパスワードの再発行をしないとシステムにログインできなくなる． 
http://pubs.acs.org/page/4authors/submission/index.html 
 改訂版投稿時は Response をまとめたファイル，Cover Letter，原稿のファイルでアッ
プロードしていくことになる．Minor Revision での改訂版の投稿の場合，投稿した瞬間に
Forms Awaiting Completion となっている論文数が増え，著作権譲渡の Form に
Corresponding Author と日付を Form A の最後のところに記入することになる．または
専用の PDF ファイルに必要事項を記入して改訂版を投稿するときに同時に提出してもよい
（手書きで署名をしてスキャンしたもので OK）． 

原稿をアップロードして PDF に変換する際，改行位置がずれたり，両端ぞろえの書式が消
えたりしてしまい，文書が配置されているページや行が大きくずれてしまうことがある．生 
成した PFD ファイルと Response などに書いた改訂内容の位置（ページ，ライン数）が合
っているかを確認してから「Submit」のボタンを押すようにしよう．なお，このずれによっ
て改行位置のずれが出ても受理はされる． 
 

【Chemical Engineering & Technology（出版社：Wiley-VCH）】 

 この雑誌の原稿のフォーマットの要点をまず述べておく．タイトルは 100 文字または  
10 語以内程度の長さが好ましい．著者の学位・住所といった情報は，全員について逐一記載

http://pubs.acs.org/page/4authors/submission/index.html
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しておく．要旨は 800 文字（単語ではない！）まで．キーワードを 3–5 個挙げる．Full Paper
は 28000 文字までで，図は一つで 900 語程度にカウントする．変数の一覧を謝辞の後
に”Symbols used”の項目で一覧にする．原稿の文献リストの後に図表のキャプションリス
トを載せ，さらにその後に 1 ページに図表が一つずつくるようにする．図は 10 個程度まで
が目安であり，グレースケールにしておく．原稿の最後のページに目次用の内容紹介文 
（400 文字まで）と図を入れる．ここまでを一つのファイル（Word）にまとめる．文献は[ ]
に番号を添えて引用する．文献リストは論文のタイトルは不要，雑誌名（略称，斜体），年（太
字），できれば巻数だけなく（）内に号数を添える（斜体），ページは開始部のみ，できれば雑
誌は DOI をつける．原稿をシンプルなものにするために，Word が自動でつけてくれる箇条
書きの記号や番号の表示は使わないようにする．投稿規程は次のページにある． 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-
4125/homepage/2044_forauthors.html 
原稿の投稿は以下のアドレスのページからログインして行う． 
http://mc.manuscriptcentral.com/cet 
次のページの最初に示した投稿画面の例の左の Manuscript Submission をクリックする
と再度ログイン画面が現れるが，ID と Password の下に雑誌名を選ぶところが加わってい
るので Chemical Engineering & Technology を選択して再度ログインする．必要事項を
入力していく．Cover Letter も入力する欄がある（特殊文字は文字化けするので注意）．こ
の雑誌では，査読者候補リストは不要である．図表が本文中にある一つの原稿ファイルをア
ップロードする．入力が完了し，再度ログインするとアップロードしたファイルを PDF 化し
たものを確認する画面に自動的になる． 
 

 
 

タイトルをクリックすると投稿したファイルが PDF になったものを見ることができる．
この PDF が上手く変換されていることを確認したら，右側の Confirm PDF をクリックし
て，次の画面で二つの質問に Yes と選択して OK を押すと投稿の作業が完了したことになる．
Corresponding Author に投稿終了の通知の Email が通知される．投稿完了から 5 分ほど
で，画面左の Author をクリックして，上部の Manuscript(s) at the Publisher を選択す

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4125/homepage/2044_forauthors.html
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-4125/homepage/2044_forauthors.html
http://mc.manuscriptcentral.com/cet
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ると投稿が完了した原稿が表示されるようになる．下の画面の例で ceat.200800106 のと
ころが原稿に割り当てられた番号になる． 
 

 
  

改訂した原稿を再投稿するときも手順は上記と同じである．査読結果の通知の e メールで
Reviewer（たぶん一人）のコメントへの対応と，ガイドラインに適応していないフォーマッ
トが指摘されているのでそれへの対応もカバーレターに記しておく． 

正式に受理通知があった後の最終投稿時は原稿+文献リスト＋表＋数式･反応式（構造式を
含まないもの）を一つの Word ファイルに，線図･グラフをそれぞれ個別のファイル（TIFF･
EPS･WMF（Windows Meta FIle）形式のファイルにしておく）に保存し，すべてのファ
イルを ZIP 形式で圧縮したものを投稿する．カラーの図があれば，選択肢を変更し，ファイ
ルを選択し，Molecule Registry Numbers はスキップして Submit your data のボタン
を押せばよい． 

出版時の論文リストでは著者名が多い（5 人以上程度）文献については一人目の名前の後
に et al.だけで著者名が省略される．この変更時に著者名の表記が原稿と異なったものにな
る可能性があるので Proof の確認のときには注意して校正を行うこと． 
 

【化学工学論文集（出版社：化学工学会）】 

 投稿規程・要領は化学工学会の Web サイト 
http://www.scej.org/rn3/publication/wabun/index.html 
 から入手できる．投稿は http://mc.manuscriptcentral.com/kakoronbunshu からでき
る．査読結果の通知がきたら改訂版を投稿する（改訂版原稿と訂正箇所をマークした原稿）．
改訂版を送ってから正式な掲載決定後に，校正の指示が書き込まれた原稿が送られてくるの
で，これに従って清書版を作成する．清書版の Word ファイル（原稿＋一つの図または表に
対して一つのファイル）を投稿する（メールでエディターに送る）． 
 

http://www.scej.org/rn3/publication/wabun/index.html
http://mc.manuscriptcentral.com/kakoronbunshu
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【Journal of Chemical Engineering of Japan（出版社：化学工学会）】 

投稿規程などは http://www.scej.org/jcej/（オンライン投稿サイト）から入手できる．雑
誌の体裁に近い二段組み（57 行）で，文中に図を埋め込んだ形で原稿を作る．図表番号は文
中では太字にする．キーワードの先頭は大文字にする．投稿規定では論文の要旨は    
300 words までとなっているが，オンライン投稿時の入力欄には 200 words までしか入ら
ないので注意が必要である．関連する分野を二つ選ぶことになる．推薦できる査読者がいれ
ばフォームに入力する（推薦しないのもありだし，上限人数もない）．共著者のメールアドレ
スなども登録することになり，投稿が完了後に共著者にも連絡のメールが届く．2 人の査読
者のコメントが 3 か月ほどで返ってくる． 

改訂版原稿をアップロードし，オンラインの入力欄にカバーレターと対応内容（別の欄）
を記していく．改訂版を送ってから正式な掲載決定後に著者最終稿がオンライン公開になる． 

受理決定からしばらくすると（3 ヶ月ほどかかることも），校正の指示が書き込まれた原稿
がメールで送られてくるので，これに従って清書版を作成する．清書版は原稿 Word ファイ
ル＋Word ファイルを PDF にしたもの＋一つの図に対して一つの jpg，eps，ps，pdf ファ
イルとなる．図のファイル名は論文番号-図番号.拡張子である（例：10we123-11.pdf）．こ
れらをメールでエディターに送る． 

さらに 2 週間ほどすると最終校正の確認と著作権譲渡･別刷り購入の書類が送られてくる．
最終校正で文献情報に不備があるとコメントが付記される．文献情報の改訂を指示する．文
献以外の誤りについては，この校正の段階では，印刷上の誤り以外の字句修正，原稿になか
った字句の挿入はできない．最終校正の確認は 2 日以内に返答する．著作権譲渡の書類はサ
インしたものを郵送する必要がある． 

通常の論文は刷り上がりで 6 ページ以下までは別刷り料金（投稿料も兼ねている）は変わ
らない．これより多くなると金額が 1 ページごとに上がっていく． 
 

＜査読結果を受けての論文の改訂＞ 

 論文を投稿してから短くて 1 ヶ月，長くて半年ほどで査読の結果が Corresponding 
Author に通知される．たいていは Email で送られてくる．査読のコメント内の訂正案とエ
ディターの要求に従って論文を改訂する．改訂した論文は，改訂内容の要約を記したカバー
レター（主な訂正内容だけを列挙，例は 22–24 ページ）と査読者のコメントへの対応（訂正
内容と訂正関する簡単な説明，例は 25–27 ページ）と合わせて最初の投稿時のようにオンラ
インでアップロードすることが多い．基本的には指示に従って改訂し，改善案の提示への感
謝の意を伝える内容にしよう．また，訂正部分にマーカーを付した原稿（Marked Revision）
を合わせて投稿するように求めてくる雑誌もある．例は Chemical Engineering Science
に投稿した論文に関する対応である．Chemical Engineering Science では査読結果の通
知のレター中でマーカーを付した原稿を要求していなくても提出しておく（添付しないとこ

http://www.scej.org/jcej/
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れを投稿するようにメールで促され，アップロード後に生成した PDF の Approve が無効に
なることがある）．ネイティブチェックするように指示されている場合は，Editage 
http://www.editage.jp/などに依頼するとよい．論文の長さと校正の速さの選択によるが，
Standard だと 1 週間程度の納期で費用は 2–6 万円，投稿誌のフォーマットに合っているか
も確認してくれる．Premium だと 3940 語で発注したちょうど 1 週間後に返ってくる．伝
票処理にも応じており，紙面のものが校正終了後数日程度で届く（25–31 日納品だと伝票が
間に合わなくなるので，この時期に納品にならないようにタイミングを調整する）． 

再投稿期限（2 ヶ月程度）は指示されていることが多い．早く再投稿すれば，受理も早くな
るので，自分の博士課程の審査をスムーズに進めるためにも査読結果が来てから 1 ヶ月内に
は改訂版を投稿しよう．再査読でない場合，改訂版を投稿して早くて翌日から 1 ヶ月程度で
論文が正式に受理される．Editor から英語表現や図表のキャプションの体裁を一部修正する
指示が来て再改訂版をアップロードするように求められることもある（この指示が来る場合
は受理されるのが前提）．特集号の場合は最終判断が下るのに時間がかかることもある． 
 

＜校正・別刷り注文・著作権譲渡＞ 

出 版 社 が Elsevier の 雑 誌 の 場 合 ， 原 稿 受 理 後 の 出 版 プ ロ セ ス の 進 行 具 合 は
http://authors.elsevier.com/TrackPaper.html から確認できる．Our reference は受理
後に送られてくるメールに示されている（例：CEJ9105）．これと Corresponding Author
の苗字（例：Aoki）を入力欄に書き込んで Track Article をクリックすると進行具合が見ら
れるようになる． 

論文が受理されるとその約 2 週間から 1 ヵ月後に原稿を雑誌の形式に編集した校正（Proof）
の PDF ファイルがメールなどで届く，またはオンラインの専用のページからダウンロード
できるようになる． 

Elsevier の雑誌の場合，Proof ができあがると Corresponding Author に校正確認用の
ページへのリンクがメールで案内される．このリンクをクリックするとオンライン上で校正
と Query（著者の情報や校正による変更が問題ないか，文献情報が足りない部分）への回答
ができる．画面上部がタブ形式になっているので，「Article」からタブを「GA/Highlights」
「Figures/Tables」「References」に切換えて，全体を確認するようにしよう．Query へ
の回答を確定させるには，入力欄の右側にある「Save」を押す。校正画面の上のほうに「View 
Page Proof」のリンクがある．ここから proof の PDF ファイルがダウンロードできるので，
こちらにもよく目を通して，実際の紙面ではどのよう掲載されるか，編集時の変換ミスがな
いかを合わせて確認する．確認が終わったら Submit ボタンを押す．校正への返答内容のま
とめは「Generate Report」ボタンからダウンロードできる（Submit したときに自動で
Corresponding Author にも行く）． 

Industrial & Engineering Chemistry Research や Journal of Chemical 
Engineering of Japan では，原稿に赤字で印が付されていて，原稿から Proof を作成する

http://www.editage.jp/
http://authors.elsevier.com/TrackPaper.html
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際に原稿に手を加えた部分がわかるようになっている． 
訂正の必要の有無，訂正が必要ならその内容を Proof が到着してから 48 時間以内に返信

することが好ましい．訂正内容はこの PDF ファイルに直接入力が可能であることが多い．こ
の PDF ファイルに校正内容や校正者のコメントへの返答を加えた PDF ファイルまたは回答
と校正内容を記載したテキストファイル（or Word ファイル）を E メールで返信するか（例
28 ページ），原稿をプリントアウトして訂正内容を書き込んでコメントへの回答とともに
FAX または Email（書き込んだものをスキャンする）で送る．あるいは Elsevier の例のよ
うにオンライン上で返答する．校正時の注意点を以下に列挙しておく．訂正の要求は一度し
かできず，追加での訂正は不可能なので注意して Proof に目を通すようにしよう．また，こ
の時点では表記ミスと文献リストの訂正だけを行う． 
 
■ 原稿が間違っているとそのまま修正されずに出版されてしまう．原稿の時点で表記ミス

のないものにしておくこと． 
■ 原稿が間違っていて，そのままになっていないか（単位や文献の表記）？ 
■ 編集の段階で表記が変わってしまっていないか（投稿した原稿と照らし合わせながら確

認･訂正をしよう）？以下の点に注意しよう． 
 フォントのイタリック体が立体になっていないか，上付き･下付きはあっているか？ 
 英単語の大文字･小文字の使い方は合っているか？ 
 単語が間違って変換されていないか？語尾に ingがつけられていることなどがある． 
 改段落の位置が違うこともまれにある． 
 セクション分けが元と異なる，セクション番号のふり方が間違っていないか？ 
 単語と単語の間のスペースは入っているか？原稿の行が変わる位置はとくに注意し

よう． 
 文字化けしていないか？特殊文字はとくに注意が必要，図中のフォントも気をつけ

よう． 
 数式は正しく表記されているか？数式のカッコや数値，小数点は正確に再現されて

いるか？ 
 表の情報は正しく反映されているか？ 
 文献リストの情報はおかしくなっていないか？（T. Kawaguchi, H. Miyata, K. 

Ataka, K. Mae, J.-I. Yoshida → T. Kawaguchet et al. とされた例がある） 
 図は正確に再現されているか？図中の凡例の変更や消去がないか？目盛りの数値は

正しく反映されているか？（図中の文字を出版社側が打ち直す場合はとくに注意が
必要，1.0→1.6 となっていたことがある） 

■ 文献リストに不具合があると Query に改訂案で正しいかを聞かれたり，自分で訂正する
ように求められたりする．文献リストは正しく作成することが重要である．文献リストは
完全に正確でないと Web 上でのリンクが張られないので細心の注意を払うこと． 

■ 文献のページ範囲は正しいか？他の文献と紛らわしいことがあるので注意する．できれ
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ば文献情報は手打ちせずに出版社のWebからコピー＆ペーストで原稿に貼り付けるほう
が安全である． 

■ 文献番号は正しくついているか？余分なもの，不足しているものはないか？ 
■ 住所の表記は正しいか？郵便番号や電話番号に注意する． 
 

Proof とだいたい同時に別刷りの注文用紙と著作権譲渡の書類も届く．これも出版社によ
って対応の方法が異なってくる．Elsevier は別刷りの注文（オンライン）と著作権譲渡（オ
ンライン）を論文受理直後に行う． 

著作権譲渡・FUNDING BODY AGREEMENTS の操作は Corresponding Author が自ら
実施することもあるので，代理で進めているときは指示がなければこちらではしない．別刷
りの注文は部数・カバーの有無を指導教員に確認後，オンラインから注文を確定させる．紙
の別刷りを頼まない場合も部数を 0 にして注文を完了させること．著者用の PDF ファイル
は無料で手に入るので必要な部数だけプリントアウトすると費用がかからない．原稿受理後
の別刷りの注文状況や出版時期などの出版プロセスの進行具合は 

http://authors.elsevier.com/TrackPaper.html から確認できる．Our reference は受理
時のメールに示されている（例：CEJ9105）．これと Corresponding Author の苗字（例：
Aoki）を入力欄に書き込んで Track Article をクリックと情報が見られるようになる． 

ACS など，別刷りの注文を専用の用紙でする場合は，部数・カバーの有無・支払い方法
（Institutional payment を選択，invoice address と shipping address は同じになる）
などの必要事項を記入して，Corresponding Author のサインと日付を書いて Fax または
国際郵便で郵送する．Fax は国際電話になり，0-010 の後に指定された番号に FAX を送る．
なお，別刷りの注文用紙の住所が記載された国と FAX 番号の国際識別番号が対応しておら
ず，注文用紙の番号に FAX ができないことがあるので，何度やっても FAX が上手くできな
いときは，出版社の Web サイトで別の FAX 番号を探してそこに送るとよい． 
 

＜トラブルシューティング＞ 

■ 査読の結果が返ってこない（半年以上経過している場合），改訂論文投稿後の最終決定が
なされない（再査読でないのに 3 ヶ月以上経過している場合） 
→Editor に状況を聞いてみる．催促するとすぐに進むこともある。 

■ 別刷りの請求書（Invoice）が来ない（請求書と別刷りは別々に送られてくる，Invoice
の到着の約一ヵ月後に別刷りが来ることもある） 

  →これは出版社のサポートのアドレス（Elsevier なら AuthorSupport@elsevier.com）
にメールするとよい．以下は文面の一例である． 

 
Dear Publisher Customer Support:（相手の名前が分からないときは Dear Editor など
で OK，名前だけがわかり，性別がわからないときは title（Mr.，Ms.などのこと）を付けず

http://authors.elsevier.com/TrackPaper.html
mailto:AuthorSupport@elsevier.com
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に名前と苗字ともにスペルアウトしたものを Dear の後に書けばよい，米国式では相手の名
前の後にコロン（:）をつける） 
We’ve received the offprints of the paper of CES_7851 (Journal Name, 63, 5035-
5041, 2008).  
（短縮形が使えるところは使っておく（論文の英語とはここが違う），短縮しないと不遜な印
象を与える，主語が 1 人称のときはとくに注意する） 
 
However, we have not received the invoice yet. 
I’d really appreciated it if you sent the invoice to the address shown below as 
soon as possible. （頼みごとを丁寧に行う表現なので覚えておこう） 
 
Prof. Xxx Yyy 
Department Name, 
University/Company Name, 
City, Prefecture Zip Code, Japan 
 
After receiving the invoice, we will start to the paper work for the payment. 
Usually, it takes about one month to pay the fee after the receipt because of the 
payment procedure of our university. 
Please allow for taking long time of payment work. 
 
Sincerely yours,（締めの言葉は米国式ではこれか単にSincerely，後にコンマ（,）をつけ
る） 
 
Nobuaki Aoki (On behalf of Xxx Yyy, corresponding author).（on behalf of～：～
の代理で） 
 
 

＜謝辞の書き方＞ 

■科研費 
This study was financially supported by JSPS KAKENHI Grant-in-Aid for Young 
Scientists (B) (Grant No. 21760618). 研究種目と課題番号を入れる 
■NEDO 
The authors gratefully acknowledge the financial support of the New Energy and 
Industrial Technology Development Organization (NEDO) through the 
‘‘Development of fundamental technologies for green and sustainable chemical 
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processes project.’’ 
This research was supported by the New Energy and Industrial Technology 
Development Organization (NEDO) through the Project of Development of 
Microspace and Nanospace Reaction Environment Technology for Functional 
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＜カバーレターの例＞ 

 

August 3, 2015（これも米国式の日付の書き方） 

 
（正式な紙のレターでは相手のフルネーム･所属･住所をここに書くがオンライン投
稿ではなくてもよい） 
 
Dear Professor Name Surname, Editor of Journal Name: （Editor の名前･雑
誌名，最後にコンマかコロンを忘れない） 
 

I am submitting the manuscript entitled “Fluid segment 
configuration for improving product yield and selectivity of catalytic 
surface reactions in microreactors” by （著者名を列挙） for publication as 
a full length research paper in Journal Name.（最初の段落で論文のタイトル･
著者名を書く） 

 
This paper discusses effects of configuration of fluid segments 

including reactants at the reactor inlet for surface catalytic reactions in a 
microchannel. The configuration that the reactant most relevant to 
produce the desired product is placed on the catalyst surface increases the 
selectivity of the desired product. The fluid operation is possible since 
mixing is driven by molecular diffusion in laminar flow, which is a 

characteristic of microreactors.（次の段落で論文で明らかになったことの要点，

どのような貢献につながるかを数文で説明する） 

 
We have two color figures (Figures 10 and 15) in the manuscript. 

We would like to publish the figures in color only online. 

（カラーの図の扱いの要望など編集者にとくに伝えたいことがあれば述べる） 

 
I am grateful if the paper would be reviewed and considered for 

publication in your journal.（査読のお願いを最後にする） 

Sincerely yours, 
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（Corresponding Author の名前，身分，所属，住所，Tel & Fax 番号，e-mail ア
ドレスを最後に書く） 
Name Surname 
Position 
Department Name, 
University Name, 
Address 
（住所を書く順序：番地 町, 区, 市(, 県) 郵便番号, 国） 
Tel +81-22-217-zzzz 
Fax +81-22-217-zzzz 
E-mail: aaaaaaaa @bbbbb.ac.jp 
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＜カバーレターの例：特集号の場合＞ 

 
August 3, 2015 
 
Dear Professor Name Surname, Guest Editor of “Conference Name” 
Special Issue: 
 

I am submitting the manuscript entitled “Design of Confluence and 
Bend Geometry for Rapid Mixing in Microchannels” by （著者名を列挙） for 
publication as a full length paper in “Conference Name” Special Issue of 
Journal Name. This paper was presented as a poster (Session 3) at 
“Conference Name”.（特集号の場合は対応する学会のどのセッションで発表する
かを書いておく，内容の要約はなくてもかまわない） 

I am grateful if the paper would be reviewed and considered for 
publication in your special issue. 
 
Sincerely yours, 
 
（Corresponding Author の名前， 

身分， 
所属， 
住所， 
Tel & Fax 番号， 
e-mail アドレスを最後に書く） 
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＜Reviewerの推薦リストの例＞ 

 

I suggest the following reviewers for our MS: 
 

1) Prof. 氏名 

所属機関 

住所 

メールアドレス 

（必要なら推薦理由）He is an expert of ... 

 

2) Prof. 氏名 

所属機関 

住所  

メールアドレス 

（必要なら推薦理由） 

 

3) Prof. 氏名 

所属機関 

住所  

メールアドレス 

（必要なら推薦理由） 
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＜表紙の例＞ 

 

Original Paper 
 
 
Design of confluence and bend geometry for rapid mixing in 
microchannels 
 
Name Surname a,*, Name Surname b, Name Surname b, Name Surname b 

 

 

a Dept. Name, Institution Name, Address, Postal code, Country 

b Dept. Name, Institution Name, Address, Postal code, Country 

 

 

* Corresponding author. Tel.: +81 xx yyy zzzz; fax: +81 xx yyy zzzz 

E-mail address: aaaaaaaa@bbbbbb.ac.jp (Initial of Name Surname). 
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＜キャプションの例＞ 

 
Figure Captions 
 
Fig. 1. Schematic representation of the flow-type reactor for the 
hydrothermal synthesis of metal oxide nanoparticles. The symbol K-T 
denotes a K-type thermocouple to set reaction temperatures. 
Fig. 2. XRD pattern of the produced nanoparticles (reaction temperature 
350 °C, total flow rate 50 mL/min, reaction channel i.d. 1.0 mm). 
Fig. 3. Effect of mixing conditions on mean nanoparticle size (400 °C, 
conversion of reactant ~100%). The mean particle size was determined 
using the TEM images. 
Fig. 4. Effect of reaction temperature on particle size (mixer channel i.d. 
1.0 mm, total flow rate 20 mL/min, conversion of reactant ~100%). 
Fig. 5. Metal oxide particle size as a function of Reynolds number 
immediately after the mixing point. The data of each reaction temperature 
was obtained by varying the flow rate (10–50 mL/min) and the mixer 
channel diameter (0.5 mm, 1.0 mm, and 1.5 mm). The temperatures were 
○250 °C, ▲300 °C, ■350 °C, and ◆400 °C. 
Fig. 6. Determining the rate constant of each reaction temperature. First 
order reaction was assumed. The slope of fitted line of each temperature 
plot represents the rate constant. (a) ◆200 and ■250 °C; (b) ◆300, +350, 
and ▲400 °C. 
Fig. 7. Apparent rate constant as a function of Reynolds number to 
determine the rate constant excluding the effect of mixing rate. 
Fig. 8. Estimation of rate constant. The rate constants determined from 
the slopes in Fig. 6 were denoted by open circle (○). The constant shown 
by the dashed line is estimated from Eq. (1) to include the effect of 
decrease in dielectric constant. 
Fig. 9. Metal oxide particle size as a function of Damköhler to determine 
the threshold of reaction-controlled conditions. 
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＜改訂版投稿時のカバーレター＞ 

 
August 3, 2015 
 
Dear Professor Name Surname, Editor of Journal Name,  
and Guest Editor of “Conference Name” Special Issue: 
 
I would like to appreciate your help and the instructive review given to our 
MS No. CEJ-D-12-00615 by your reviewers. We have made revisions 
according to the comments of the editor and Reviewers #1 and #2. （査読
の対応はボランティアなので感謝の意をまず述べよう）（論文を投稿すると付与され
る番号を Editor や出版社とやり取りする文面には必ず入れておく） 
 
The revisions made are listed as follows: 
 
Following the Editor's comments, we added related references in 
Introduction (ref. Nos. 3–6, 10, 14, 18, and 23). The reference numbers 
were also modified accordingly. 
 
Following the suggestion of Reviewer #1, we modified the manuscripts as 
follows: 
 
Comment 1) 
In page 5, the title of Section 2 was modified as the reviewer noted. Other 
typographical errors were also corrected. 
 
Comment 2) 
We calculated the segregation index and used this value for Figs. 4, 6, 8, 
and 10 that show the results. 
 
Comment 3) 

In page 8, lines 13–15,（lines 13–15 of page 8でもよい，複数行にわたるとlines

と複数形になる） we added discussion regarding to obvious trends for the 

mixing quality change with flow rate increase in Figs. 4, 5 and 6. 
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Comment 4) 
For the first issue, we added the discussion on the highest flow rate in page 
9, line 18–page 10, line 2. 
For the second issue, we added the discussion on why a better mixing can 
be achieved with larger confluence angle in page 10, line 5–page 11, line 2 
and Fig. 7. 
 
Following the suggestion of Reviewer #2, we modified the manuscripts as 
follows: 
 
Comment 1) 
We calculated the segregation index and used this value for Figs. 4, 6, 8, 
and 10 that show the results. 
 
Comment 2) 
In page 9, lines 8–12; in page 9, lines 18– page 10, line 2; and in page 12, 
lines 15–18, we added discussion using the segregation index to determine 
the flow rate for achieving a fixed mixing performance. 
 
Comment 3) 
In page 12, line 13, the typographical error was modified as the reviewer 
noted. Other grammatical and typographical errors were also corrected. 
 
In addition, we also modified as follows: 
 
1) In page 2, lines 8–11 (Abstract) and in page 13, lines 6–9 

(Conclusion), from the comments on pressure drop and segregation 
index, we added main discussion on this issue. 

2) The captions of Figs. 4, 6, 8, 9, and 10 were modified. 
3) The legend in Fig. 10 was modified. 
 
I hope that the revised manuscript would be now suitable for the 
publication. 
 
Sincerely, 
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（Corresponding Author の名前， 
身分， 
所属， 
住所， 
Tel & Fax 番号， 
e-mail アドレスを最後に書く） 
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＜改訂版投稿時の査読者への対応をまとめたもの＞ 

 
Response to the Comments of Reviewer #1 
 

We found your comments given to our MS most helpful. We have 
revised the manuscript in accordance with your comments. Responses to 
your comments are as follows: （査読の対応はボランティアなので感謝の意をま
ず述べよう） 
 

1) There are some wording and typo errors in this MS, for example, ... 
 

In page 5, the title of Section 2 was modified as the reviewer noted. Other 
typographical errors were also corrected. 
 

2) Segregation index should be used in the discussion for this reaction. 
 
We calculated the segregation index and used this value for Figs. 4, 6, 8, 
and 10 that show the results. 
 
3) The results shown in Fig 4, 5 and 6 include the effects of both flow rate 
and residence time. So, you should discuss from both aspects. 
 
In page 8, lines 13–15, we added discussion regarding to this issue. 
 
4) You may also discuss operating conditions needed for complete mixing 
with various channel shapes. Also, it would be better to discuss why a 
better mixing can be achieved when the developed mixer is used. 
 
For the first issue, we added the discussion on the highest flow rate in page 
9, lines 18–page 10, line 2. 
For the second issue, we added the discussion on why a better mixing can 
be achieved with larger confluence angle in page 10, line 5–page 11, line 2 
and Fig.7. 
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We hope that the revised manuscript would be suitable for 
publication in the Chemical Engineering Journal.（前向きに改善したことをア
ピールして閉じるとよい） 
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Response to the Comments of Reviewer #2 
 

We found your comments given to our MS most helpful. We have 
revised the manuscript in accordance with your comments. Responses to 
your comments are as follows: 
 
1. The segregation index is helpful to readers to understand the 
characteristics of the developed mixer quantitatively. 
 
We calculated the segregation index and used this value for Figs. 4, 6, 8, 
and 10 that show the results. 
 
2. After the segregation index is calculated, you can discuss the mixer 
performance and design method with the correlation between operating 
conditions, mixer channel geometry. 
 
In page 9, lines 8–12; in page 9, line 18–page 10, line 2; and in page 12, 
lines 15–18, we added discussion using the segregation index to determine 
the flow rate for achieving a fixed mixing performance. 
 
3. The spelling and grammar errors should be avoided. 
 
In page 12, line 13, the typographical error was modified as the reviewer 
noted. Other grammatical and typographical errors were also corrected. 
 

We hope that the revised manuscript would be suitable for 
publication in the Chemical Engineering Journal. 
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＜Proofの対応に関する Emailの例＞ 

 

Dear Publisher editorial office, 
 
Thank you for sending the proof of our paper. 
 
I'm attaching a PDF file of proof including the answer to the query and  
the direction for correction and a word file for explaining the  
corrections. 
 
Sincerely, 
 
Nobuaki Aoki 
 

添付ファイルの内容 

 
-Q1: All the names are correct. 
 
 
-For eq. 6 (page 4, line 225), the velocity u should be italicized, and “cos” 
and “sin” should be exchanged as shown below: 
Δu = u2 – u1 = (u(1 – cos θ/2), – u sin θ/2) 
 
-In page 4, line 226, the momentum p should be bold face. 
 
-For eq. 7 (page 4, line 229), the momentum p should be bold face, and 
“cos” and “sin” should be exchanged as shown below: 
Δp = (Sρu2(1 – cos θ/2), – Sρu2 sin θ/2) 
 
-Eq. 8 (page 4, line 235) should be as follows (the momentum p should be 
bold face, and the root should include 2(1 − cos θ/2)): 

)2/cos1(22 θρ −=∆ uSp  
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＜D論のスタイルの一例＞ 

あくまでも一例なので自分なりにスタイルを決めて論文中で統一するとよい． 
 

■ 上下の余白は 30 mm，左右の余白は 25 mm とする（A4 サイズの場合）． 
■ シングルスペースで行間を 18 ポイント，1 ページの行数を 37 行とする．（ページレイ

アウトを調整しやすいように多少増減させてもよい） 
 
■ 図中･小節のタイトルまでのフォントは，Segoe UI（英数）･IPAex ゴシック（日本語）

で統一する． 
■ 本文･表中･へッダー･フッターのフォントは，Palatino Linotype（英数）･IPAex 明朝

（日本語）で統一する． 
（上記のフォントの使い方は例で，図中･小節のタイトルまでがCalibri･Arial（英数）･
メイリオ･ＭＳ ゴシック（日本語），本文･表中･へッダー･フッターがTimes New 

Roman（英数）･ＭＳ 明朝（日本語）を使ってもよい．一太郎2012承プレミアムや
Macを使っているなど，可能であればヒラギノ明朝･ヒラギノ角ゴを使ってもよい．） 

 
■ 図中のフォントサイズは 10 ポイントで統一する． 
■ 表中のフォントサイズは 10 ポイントで統一する． 
■ 章のタイトルの上は 2 行 20 ポイントの余白をとり，タイトルの下に 3 行 11 ポイントの

余白をとってから，その章の緒言を書き始める． 
■ 章タイトルは 20 ポイント，節は 12 ポイント，小節は 11 ポイント，本文は 11 ポイン

ト，図･表のキャプション･ヘッダーは 10 ポイントで書く． 
■ 本編の各章の最初に簡単に背景を説明し，内容の要約を述べる緒言をつける． 
 
■ 節の前は 2 行の空白，後に 1 行の空白，小節の前後は 1 行の空白をとる． 
■ 小小節は使わない（1.1，1.1.1 まで）．()だけで内容を分ける． 
 
■ 図の上は 2 行空ける．図の下とキャプションの間も 1 行空ける．キャプションの下に   

2 行の空白をとる．ページレイアウトによってはこの空白の行を増減してもよい． 
■ Igor グラフの基本サイズは幅 8 cm，高さ 7 cm とする．状況によっては多少サイズを変

えてもよい． 
■ スペースに余裕があれば，凡例はプロット･曲線の近くに示す．グラフのプロットエリア

内に凡例は入れる． 
■ プロットエリアは四角で囲む． 
■ 図番号の()の前にはスペースなし，後には半角スペースを入れる（ex. 図 2.1(a) は）． 
■ 図中に(a)などの表記は入れない．図の下にキャプションをそれぞれつける． 
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■ パワーポイント上で加えた上付文字は相対位置 50％（デフォルトは 30％）にするか，ワ
ード上で上付きにするか，Igor で作った凡例をコピーして使う． 

■ グラフの曲線は 1 から 2 ポイント程度の太さにする． 
■ カラーで製本したいもの（写真など）だけをカラーで作図する．製本のコストを押さえる

ため． 
 
■ 数式の前後も 1 行空ける．数式の左側に全角 5 文字分インデントをとる． 
■ 数式番号は(1.1)のように章ごとにつける．右ぞろえタブを使い数式番号は右端から左に 

1 文字分のところに数式番号の右側のカッコがくるようにする（例は右側）． (1.1) 
 
■ 半角カッコの後は半角スペースをとる． 
■ /（割り算）の前後はスペースを取らない． 
■ Symbol フォントのµ（マイクロ）ではなく，記号と特殊文字からマイクロの文字を挿入

する． 
■ ページ下部に余白を作らない（文章量･図のサイズでページレイアウトを調整する）． 
■ 単位は m2/s ではなく，m2･s−1 の表記にすべて統一する．図中の単位にも注意する． 
■ 数値と単位の間で改行しない．ダミーの空白を入れて調整する． 
■ マイナスは記号と特殊文字の算術記号の分類にあるものを，範囲を示す－は記号と特殊文

字の n-dash を利用する． 
■ 段落の最後の行が 1 文字＋読点だけになるのは避ける．段落の最終行だけが次のページ

になってしまうことも避ける．ページレイアウトに注意する．左（偶数）ページの左上，
右（奇数）ページの右上にページ番号を入れる． 

 
■ 各章の最後にその章で引用した文献のリストを載せる． 
■ 文献情報のスタイルは，雑誌記事なら，著者名，雑誌名の略称（イタリック体），巻数（号

数は入れない），最初と最後のページ数（間を en dash で結ぶ），西暦を()で囲む．最後
に半角のピリオドを打つ． 

■ 本なら，著者名，タイトル，出版社名，出版都市，国名，ページ範囲 (西暦). 
 
■ 左ページヘッダーに章のタイトルとページ数を入れる．左右のページを区別する．章の最

初のページにはページ数だけをページのフッター中央に示す． 
■ ヘッダーに章のタイトルなどを入れる場合，右（奇数）ページよりも左（偶数）ページに

大きい要素を入れる．たとえば，左に編のタイトル，右に章のタイトルを入れる． 
■ 各章は右（奇数）ページからはじめる．章が奇数ページで終わる場合は，その裏のページ

は白紙になる（ページ番号も入れない）． 
■ 各章の開始ページだけヘッダーは入れず，ページ番号もページ下中央に入れる． 
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＜製本について＞ 

 
■ 表紙にはレザックのクリーム色を使ってください． 
■ くるみ製本（並製本）をしてください． 
■ カラーのページはありません． 
■ ページ数（ノンブル）は章の最初のページはページ下部中央に，左（偶数）ページには左

側，右（奇数）ページには右側にページ数をすでに入れてあります．原稿をそのまま製本
してください． 

■ この原稿の構成は前から順に，内表紙･目次･緒論･第Ⅰ編表紙･第 1 章･第 2 章･第 3 章･第
4 章･第Ⅱ編表紙･第 5 章･第 6 章･総括･謝辞･本論文に関連する著者の発表論文，となっ
ています． 

■ 内表紙と各編の表紙（17 ページと 97 ページに相当）にはページ数が入っていませんが
そのままにしてください．これらは他の本分のページと同様，白紙に印刷してください． 

■ 内表紙･目次･緒論･第Ⅰ編表紙･各章･総括･謝辞･本論文に関連する著者の発表論文の開始
ページは右側（奇数）ページから始まるようにページ番号を入れています． 

■ 内表紙，各編の表紙の裏側（18 ページと 98 ページに相当），第 1 章･第 2 章･第 5 章の
最終ページの裏側（38 ページ，72 ページ，114 ページにそれぞれ相当）は白紙にしてお
いてください． 

■ 背表紙にもタイトル･年数（漢数字で表記）・氏名を入れてください．（別紙参照） 
■ 表表紙の後，裏表紙の前にあい紙を入れてください． 
■ 表表紙・裏表紙の裏に見返し貼りをしてください． 
 

氏名 
所属 

電話番号等連絡先 
 
（次のページにも用語の解説をしているので参考にしてほしい，  

製本用語の解説動画も https://youtu.be/tKMgVRjY0Zw に用意している。） 

https://youtu.be/tKMgVRjY0Zw
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＜D論の内容の組立て方・提出の手順（3月学位受理，東北大学の一例）＞ 

 
■ 11 月下旬に予備審査がある．50 分間のプレゼンテーションと 30 分間の質疑応答．その

後，主査と副査の先生方で合否判定が行われ，本審査に進めるかどうか即日判定される． 
■ 予備審査の後，その場での指摘事項をまとめて審査員の先生方に報告する． 
■ 1 月上旬までに博士論文の草稿を完成させる．3 ページ程度の要旨も作成する．先ほど示

した D 論のスタイルの一例を参考に統一性のある論文を作成しよう．できた章から指導
教員に見てもらおう． 

■ 留学生の場合は英語で論文を書くことになる．ネイティブでない場合，文法･表現のチェ
ックをしっかりしないと，本審査で再審査の判定になることがある． 

■ 教員のチェックを受けた後，1 月中旬の締め切りまでに専用のオレンジの表紙に印刷した
ものをひもで綴じて化学・バイオ系の事務に 2 部提出する．この時点で電子投稿もして
おく．主査･副査の先生方には紙のフラットファイルに綴じ込んだものを渡しておく． 

■ 1 月末から 2 月の上旬に本審査がある．50 分間のプレゼンテーションと 30 分間の質疑
応答．その後，主査と副査の先生方で合否判定が行われる．京都大学の公聴会に相当する
と考えられるが，ここでも本格的に審査される． 

■ 必要に応じて本審査での指摘事項を修正して，2 月 20 日ごろの最終締め切りまでに電子
投稿の差し替えをしておく． 

■ 個人で製本したものを大学に提出する必要はない．個人的に製本したい場合は 31 ページ
の「製本について」を参考にして印刷所（大学生協でも対応している）に依頼するとよい．
表紙に使う紙のレザックはたとえば次のページのような凹凸のある厚紙である． 
▼特殊東海製紙，特種のタネ，レザック 66， 
http://portal.tt-paper.co.jp/fancy/search/detail.php/1/98 
100 ページ以上の製本で強度とコストの兼ね合いでバランスがよい．基本色と特別色が
あり，特別色のほうが高い（参考：株式会社吉岡，レザック 
http://www.yoshioka-p.com/categori/rezakku.html）． 
黒いハードカバーで金文字でタイトルなどを印字した「上製本」は製本部分のみで 1 冊
数千円かかる（参考：石川特殊特急製本，上製本・ハードカバー 
http://ronbun.issmain.co.jp/1_hard_cover/）． 
あい紙とは表表紙の後･裏表紙の前にある両面白紙のページである．見返し貼りは表･裏表
紙の内側に直接貼り付けることで表紙の強度を上げる機能がある． 

 
以下に博士論文審査のプレゼンテーションと論文を構成するときのポイントを挙げておく． 

 
 

http://portal.tt-paper.co.jp/fancy/search/detail.php/1/98
http://www.yoshioka-p.com/categori/rezakku.html
http://ronbun.issmain.co.jp/1_hard_cover/
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博士論文の内容についての前提 

論文は作業報告書ではない．作業をたくさんしたことをアピールするのではない．多くの
実験やシミュレーションをした努力の量と博士論文の評価の主眼は別のところにある．どん
なオリジナリティがあって，どう重要かを述べるのが論文の本当の目的である．これらを述
べるための根拠として実験やシミュレーションのデータがあるに過ぎない．結果が従で，結
論が主であることをプレゼンテーション作成時も，論文を執筆するときも念頭においておこ
う．結論を述べるのに最小限のデータを見せるようにする．悔やまれる部分もあるだろうが，
結論につながらない脇道のデータは淡々とカットしていこう． 

「～ができた」「……という性質だった」と述べるだけの文章に最初はなってしまいがちだ．
作業報告書や企業での製品開発ならこれでもよい．しかしこれでは学術的な論文としてはふ
さわしくない.なぜそれができたのか，なぜそのような性質が発現するのかといったメカニズ
ムの考察を必ずすること.メカニズムの仮説を立て，どのように検証したかを論じるようにし
よう. 

また，審査員をはじめとする読者が結論を理解しやすい順序で審査の発表，論文執筆をし
よう．自分が実施した順番，自分の最初に考えた流れにはならないこともある．自分の立場
から書きやすいものではなく，読者へのサービスと考えよう．論文全体でも各章でも，緒言
の課題提起と結言の課題解決の内容が対応するミラーの関係になるように発表・論文を構成
しよう． 

 

次に，各章の内容に関する注意点を挙げておく．結論とそれに至る流れを先に書いておき，
間がスムーズにつながるように結果と考察を後で当てはめる感覚で執筆するとよい． 

 

第 1章 緒論 

必ずしも専門家が読むとは限らないので基本的な背景から説明していく．博士論文の全体
の課題とそれにつながる現状の問題点にふれておく．以下流れで考えるといい． 

 
■ 論文全体としての結論は何かをまず考える． 
■ 次にそのポイントを述べるのに関連する課題は何か考える． 
■ さらに課題に関連する基本的な背景知識（応用例，解決策の情報）を挙げる． 
 

第 2章 既往の研究 

まず，論文全体の課題を小さな課題に分けてみる．小課題に対応する既往の研究の内容を
紹介しつつ，それぞれに関する問題点，本博士論文での対応の概要を述べる．ただの羅列に
ならないように問題点と各課題の関係の説明もしておく．この章の各セクションが，この後
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の各章の導入になる．この章の最後で各章での検討する問題点と解決策の概観しておく．課
題提示の順序と以後の章の順序が対応するが，これはかならずしも自分が研究した順序にな
るとはかぎらない． 
 

第 3章～ 研究内容の各章 

以下のように実際に書くのとは逆の順番で内容を考えると焦点に沿った内容にしやすい． 
 

■ 各章で述べたいポイントをまず考える． 
■ 次にそのポイントを述べるのに必要なデータは何か考える． 
■ さらにそのデータを出すための方法を述べる． 
■ ポイントとなる現象や性質が発現するメカニズムの仮説の提示，検証内容を述べる． 
■ 速度解析などでモデルを提示するときは，その設定や仮定，パラメータの評価法を最初に

示す． 
 
 前の章の最後で次の章への展開，次の章の最初で前の章を受けて次にどう展開するかの説
明を入れる．全体の課題との関連も述べると読者が全体像を理解しながら読み進められるの
で読みやすくなる．各章がバラバラではなく，有機的なつながりがあることを強調しながら
章を遷移する． 
 

最終章 総括 

まず，第 1 章で述べた全体の課題をおさらいする．第 2 章で述べた各課題に対する答えを
まとめる．さらに全体を総括し，第 1 章で述べた全体の課題に対する結論を述べる．論文の
最初と最後がミラーの関係になっていることを確認しよう．本文の結果を総合的にふまえて
今後の展望も示そう． 

論文･国際会議発表･特許･解説記事のリストを最後に挙げる．投稿予定のものはその時期と
雑誌名を確定でなくてもいいので載せておく． 
 

下の図は，上記をふまえた段落を中心とした文章の構成（これは『Stylebook―わかりや
すい論文の書き方』http://www.panoramic-view.info/pdf/Stylebook.pdf に日本語版が
ある），博士論文の構成の図解である．このような全体の構成を頭に留めながら博士論文の執
筆を進めよう． 
 

http://www.panoramic-view.info/pdf/Stylebook.pdf
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 さらに，各審査の準備への注意点を挙げておく． 
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予備審査 

■ 片面にスライド 2 ページ分（1 枚で両面 4 ページ分）を印刷して審査員の方に配る． 
■ 発表の最初には審査員の先生方に謝辞を述べる（この時点では副査の先生は公式に任命さ

れた副査ではないから）． 
■ 社会人ドクターの場合は，表紙の次のスライドで略歴を述べる． 
■ 発表は 50 分程度．どのプレゼンでもそうだが，短めのほうが印象はよい． 
■ 研究内容の各章の最後にはまとめを入れる． 
■ 章の中でも大きな塊に分かれる場合はアウトラインを切れ目ごとに示す． 
■ 各章の終わりと全体の最後に論文･学会発表･特許のリスト（投稿予定を含めて）を載せる．

どの章と対応するかも記す． 
■ スライドとスライドの間に話のつながりを説明する（トランジッションという）．トラン

ジッッションをすべてのスライド間に入れるつもりでちょうどいい．とくに既往の研究，
各章の実験結果は工夫しないと単なる羅列に聞こえてしまうので，個々の内容の関連がわ
かるように説明する． 

■ スタイルにも気を使い，聞き手が見やすいスライド･論文を作ろう．最低限以下は確認し
よう． 
 スライド番号は入っているか 
 数値と単位の間に半角スペースを入れているか（例：10nm→10 nm，0.1mol/L→   

0.1 mol/L） 
 変数はイタリック体になっているか 
 下付き･上付きは正確か 
 フォントの種類は統一（とくにグラフ）されているか 
 表に必要以上にケイ線を引いていないか（縦方向は不要） 
 グラフは見やすくなっているか（凡例はプロット･曲線のすぐそばに示すのがベスト，

凡例を独立させる場合はデータの上下の順と凡例の上下の順が対応していると視点
を上下させずに済むので見ていて楽） 

 プロットエリアは四角で囲まれているか． 
■ 予備審査はあくまで試験である．これまでの研究室でのディスカッションとは違う．コメ

ントに対しても単に「はい．わかりました．」と応えるだけではなく，自分なりの論点を
加えて述べる．自分の論じたことが正しいことを証明するために，どのような追加データ
が必要か，それをどうやって取るかを説明する． 

■ 質疑応答で「わかりません」と答えない．内容がわかっていないと見なされて不合格にな
ってしまう．直接的，具体的な答えがなくても，間接的にでもわかっていることを話そう． 

■ 審査員の質問への返答が最優先だが，質問と質問の間に余裕があれば内容をメモしておく．
または忘れないうちに予備審査の直後にメモを作っておく．これに対する返答を各審査員
に報告しに行くことになる． 
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博士論文の執筆 

■ 草稿を作製したら教員に読んでもらい，助言を得る． 
■ 博士論文は市販されている書籍と同様に国会図書館に並び，公開される．誤字や脱字のチ

ェックは数回し，表現のゆれ（同じ概念は同じ言葉に統一されているか，送り仮名）がな
いように自分で校正もしよう．文献リストのスタイルに一貫性をもたせよう．とくに各章
の最後にリストを載せたときは章ごとにスタイルが違うということがないようにする．別
途自作テキストの『Stylebook』（内容を大幅に増補した Kindle 版もある）を読み返し
て正しい日本語で文章を書こう． 

 

本審査 

■ 片面にスライド 2 ページ分（1 枚で両面 4 ページ分）を印刷して審査員の方に配る． 
■ こちらは謝辞を述べずにすぐに背景の説明に入る． 
■ 社会人ドクターの場合は，表紙の次のスライドで略歴を述べる． 
■ 最後に論文リスト（投稿予定を含めて）を載せる．どの章と対応するかも記す． 
■ 発表は 50 分． 
■ 予備審査で指摘されたことすべてに対応しているか確認する． 
 

研究に伴うストーリーを筋道立てて伝えることは大事だがこだわりすぎない 

上記の内容とは矛盾するように感じるかもしれないが，頭の片隅に留めておいてほしいこ
とを追記しておく．ここでも書いたように，博士論文とその審査におけるプレゼンでは，理
路整然とした動機があるかのように話す，書く，その動機にそった形で結果を見せる，そし
て動機に対応した結論を導くように指導されることが多いだろう．この一連の流れをストー
リーととらえることもできる．人間という器を使っている限界ではあるのだが，こうしない
と自分も他人も研究内容を理解できなくなってしまう面があるのは確かだ．しかしこれにこ
だわりすぎるのも危険だと私は感じている．その理由を挙げておく． 
 
■ 研究の本当のきっかけは個人の感覚･感性･興味であることが多い．役に立つことが最初

から前面に出ているほうがまれだろう． 
→論理的な動機ばかりを重要視していると研究する本人の感覚が封じられてしまい，そ
の人の感性を活かしにくくなってしまう． 

■ ストーリーは語る側の固定観念が強く影響する．だが研究対象や真理は個人の固定観念
に無関係に存在する．研究する側がストーリーを組みやすいように研究対象がふるまっ
てくれるわけではない． 
→ストーリーにこだわりすぎると真理を見誤る可能性がある．ストーリーに合うように

http://www.panoramic-view.info/pdf/Stylebook.pdf
https://www.amazon.co.jp/dp/B00EB8DDMO
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結果を見せようという動機が強くなって印象操作に駆り立てられることもある． 
 

論理的に感じるかどうかも固定観念が入り込む．私たちは人間の限られた視野の中で論理
を組んでいるに過ぎないことは認識しておこう．論理的か，ストーリーが組みあがっている
かと真理の存在は関係がない．ストーリーは必要だがこだわり過ぎないさじ加減が重要だ．
このさじ加減も言葉で表現しきれるものではなく，一人ひとり感じ取るしかない． 
 
■ 自分の表現は本当に真理を表現しようとしているのか？ 
■ 自我の狭い意識の範囲内でストーリー･論理を組むのに都合がいいように真理を歪めて

いないか？ 
■ 自分が論理的だと思い込んでいることにこだわりすぎていないか？ 
 
これらを自問するようにしよう．その意味でも個人の感性はもっと大切にされてもいいので
はないかと考えている． 
 次の動画は真理の扱いを考える上で大学では通常習わない視点を与えてくれる．何か感じ
るところがあれば見てもらいたい． 
 
▼田久保剛（たくぼたけし）Official Channel， 
『根拠無き自信』宇宙の叡智をキャッチする方法 
https://youtu.be/MYnZOPC84XI 
 
上記動画の内容を文字起こしした記事はこちらにある． 
 
▼無限なる自分に出逢う道，根拠がない方が真理に近い 
http://ameblo.jp/tao-news/entry-11934380609.html 
 

https://youtu.be/MYnZOPC84XI
http://ameblo.jp/tao-news/entry-11934380609.html
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＜D論提出の手順（期間短縮含む，5月学位受理，京都大学の一例）＞ 

正式には，「博士学位論文の取り扱いについて（PDF版）」「博士学位論文の取扱いにつ
いて（WORD版）様式集」を 
http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/students/g-procedures/thesis/ 
からダウンロードし，この内容に従うこと．申請方法はマイナーチェンジが起こることがあ
る．ここに書いているのはあくまで目安で，最新版の内容を確認すること．Word版には博
士論文審査に必要な書類のひな型も入っている．同じページに審査日程（各書類の締め切
り）も掲載されている．なお，各様式の様式番号，ページ数，注意事項等は削除して使用
し，記載事項が2頁にわたる場合は，片面印刷2枚とすること． 

D論の審査に入ることを教授会で了承を得る時点で，博士論文の草稿は完成している必要
がある．このため，この教授会の前の週末までに以下に挙げる項目のうちハッチングをかけ
ているものを必要部数すべて用意しておく必要がある．また，本申請のとき（およそ教授会
から1ヵ月半後）に論文の共著者に仕様許諾をとる必要がある．すでに大学を去っている人
が含まれることが多いので（この場合，申請直前に用意するというのが通用しない），草稿
を書いている間に仕様許諾を関係者に送付して，署名･押印の後に返送してもらうようにす
るとよい．連絡先は洛窓会の最新の名簿を見るか，スタッフに聞くとよい． 
 
2006年1月10日（専攻教授会） 
■ 予備検討委員選考の投票について（専攻の会議で利用，論文のタイトル･要旨･希望する

調査委員を 2 人挙げておく，残り一人が専攻の講師以上の先生方の投票によって決まる）
（日付は 1 月 11 日，締め切りは 1 月 16 日） 

■ 短期修了の審査，教授会で博士論文審査に入ることの了承を得るために，研究業績をク
リアファイルにまとめたものを 3 部作成する．履歴書，業績リスト，論文の別刷り（受
理済みでオンライン公開されている場合はそれを，投稿中の場合は原稿を 2 ページを 1
面に印刷したもの），国際会議 Proceedings，書籍，特許の順でまとめる．自分で印刷
したものは両面刷りにする．履歴書は Word 版の博論文申請手順の様式に従う．京都大
学大学院の修士課程から博士課程へ進学した場合は，博士課程のところが「進学」になる
ので注意する（就職が絡む場合だけ下部に「上記履歴にて間違いありません．」と表記
し，日付・氏名の後に印を押す）．業績リストは以後にくる論文・学会要旨等をすべて時
系列順にリストしておく．博士論文に直接関連する業績とそうでないものが区別できる
ように，博士論文関連の業績に下線を引くなどしておく．業績リストをクリアファイル
のポケットに入れる場合は，ポケットから取り出さなくても全ページが読めるような入
れ方をすること．各論文別刷り，学会要旨を一つのクリアファイルのポケットに二つず
つ（裏表にそれぞれの 1 ページ目が見えるようにしておく）入れていく．このポケット
に業績リストの番号と対応するように「論文 1」「論文 2」…「国際会議 1」とラベルを
貼っておく．ラベルはテプラで印刷すると貼るのも楽である．論文で受理済みで別刷り

http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/students/g-procedures/thesis/
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がないときは，投稿した原稿に受理確認の手紙も添付する． 
■ 教授会には 3 部草稿を使用する（ほかの場面にも使いまわす）．草稿はリングファイル

か厚紙のフラットファイルに閉じこむ．D 論の草稿の最初には，履歴書（先の項目にあ
った下線部は不要）を挿入しておく．短期修了の場合は，業績リスト（博士論文に直接関
連する業績とそうでないものが区別できるように，博士論文関連の業績の下線を引くな
どしておく），在籍期間短縮についての説明書も D 論の草稿に挟んでおく． 

■ 金曜会用にも草稿が必要だが，桂用の 3 部に加えて宇治にも 3 部送るので少なくともこ
の分はフラットファイルで作成する（郵送時にかさばらないようにするため）． 

■ D 論の草稿は金曜会用に 6 部，審査にあたる先生用に 3 部，自分用の原本と合わせて  
10 部あれば足りる．草稿を閉じたファイルの表紙にタイトルを貼り，背表紙にもタイト
ルを書いた紙をはさみ込むか貼るかしておく． 

■ 博士論文本体の最後につける論文リストは各章と直接対応する論文だけを記すため，業
績リストとは異なり，量も少なくなる． 

 

 

博士論文草稿と研究業績の外見（フラットファイルで作成したもの，表表紙と背表紙に論文
題目と氏名を記す，年号は任意で入れてもよい） 
 

 
研究業績の見開きの最初（履歴書がくる） 

氏 名氏 名

博士論文題目

氏

名
氏

名

博
士
論
文
題
目
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研究業績の中身（履歴書の後に業績リスト，論文と続ける，業績リストはポケットから出さ
なくてもすべてのページが読めるようにしておく，各業績を入れたポケットの右上に業績リ
ストと対応した番号（「論文1」「論文2」「論文3」……，「国際会議1」「国際会議2」…
…，「特許1」「特許2」……）を貼る） 
 

 
研究業績の中身2（論文が投稿中の場合は原稿のWordファイルを2ページ1面になるように
印刷する） 
 

 
研究業績の見開きの最初（履歴書がくる，この直後が草稿の本体になる） 
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1月11日（事務（教務課）に書類を提出，専攻長の印は事務で押してもらえばよい） 
■ 予備検討委員選考の投票用紙が配布される． 
■ 予備検討審査願を提出する（日付は 1 月 11 日）． 
■ 研究説明資料を 3 部作成し，1 部は事務へ，2 部は副査の先生に D 論草稿とともに渡す．

長さの制限は 4000 字以内で，研究内容の要約と，広い視野でどんな貢献ができるか，
研究の展望はどうなるかを説明する． 

■ D 論の草稿をリングファイルにまとめたもののうち 3 部を主査と副査の二人の先生方に
渡す．D 論草稿は事務には提出しなくてよい（審査に関わる先生方に渡す）． 

■ 履歴書（こちらは下部に印は不要，日付は 1 月 11 日）･業績リスト（日付は 1 月 11 日）
を 1 部ずつ作成する． 

 
期間短縮の書類は予備検討審査願と同時に出してよい．遅くとも専攻長会議（この場合は  
2月2日だった）の1週間前までに提出する． 
■ 期間短縮の送り状（日付は 1 月 18 日，検討した日は 16 日） 
■ 在籍期間短縮についての説明書（指導教員の印が必要，指導教官ではなく，指導教員なの

で注意） 
■ 履歴書（日付は 1 月 18 日）･業績リスト（日付は 1 月 19 日，一度出しても専攻長会議

の 1 週間前までは差し替えが可能なので論文の受理が決まった場合などは最新の情報に
して事務と専攻長に再提出して差し替える） 

 
1月17日 
投票の締め切りが1月16日，結果がわかるのが1月17日．投票結果がわかり次第，予備検討
委員選考結果の報告（専攻長の印が必要→事務で押してもらう）をAクラスター事務（教務
課）に提出する． 
 
■ ここまでに提出した書類（専攻長の印はなくてもよい）はコピーを取って指導教員（逐次

でよい）と専攻長（一括して）に渡す． 
■ 予備検討用のプレゼンテーションを各章 10 分程度でまとめていく． 
■ D 論の改訂も始めておく． 
 
1月21日（予備検討） 
■ プロジェクターとノートパソコンの準備を忘れない． 
■ 緒論と総括は短めに．他は各章 10 分程度で，簡潔かつ要点を外さない説明をする． 
■ 緒論＋本編 6 章で所要時間は 3 時間半程度（途中で一度 5 分程度の休憩を挟んでいる）． 
 
予備検討直後 
論文の改訂と改訂事項のリストを作成する． 
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1月27日 
予備検討後の論文改訂を委員の先生方に報告する（改訂した内容の要約と改訂した論文をリ
ングファイルに綴じたものを持参して報告に伺う）． 
 
・論文の最終校正 
 
1月30日（製本申し込み） 
■ サイズは A4 または B5 にする． 
■ 表紙の紙質はレザックにする． 
■ 表表紙と裏表紙の内側に合紙（白紙のページ）を入れてもらい，できればレザックの内面

にも補強用の白紙（「見返し貼り」という）を貼り付けてもらうとよい． 
■ 合紙の後に表紙と同じスタイルで内表紙（裏面白紙）が来て，目次へと続いていく． 
■ 背表紙を入れてもらうのを忘れない． 
■ 表紙・背表紙にはタイトル，年，名前だけを記入する（所属は一切書かないこと）． 
■ 各章を右ページから始めるように白紙ページを適宜挿入してもらうといった，製本の詳

細を書いた紙（本書の＜製本について＞に例）と注文用紙を同時に渡すとよい． 
■ 大学の生協で頼むと入稿から納品まで 1 週間程度，居室に配達してもらうこともできる，

費用は 12 万 8 千円程度（レザック基本色，144 ページ（合紙，内表紙，目次も頁数に
含む），120 部，見返し貼りなし）．見返し貼りがあると 2 万円ほど増えるようだ．見
返し貼りあり，レザック基本色，124 ページ，カラー3 ページ，50 部で 8 万円程度． 

 
2月2日 
専攻長会議（短期修了の附議） 
予備検討結果報告書（報告書，論文の要点を箇条書にした結果の概要）を作成する． 
 
2月7日 
製本受け取り（注文から7日後に吉田から発送で，発送の次の日に桂に届く，頼んだ部数＋  
2部（献本，店用）が届く） 
 
2月14日（本申請） 
予備検討結果報告書に専攻長の印をもらうためにAクラスター教務課へまず行き，以下のす
べての書類をBクラスター大学院掛へ提出 
題目(副題を含む)は，予備検討結果報告書，予備検討結果の概要，論文冊子，論文目録について，英
文の場合の大文字，小文字，イタリック等及および和訳題目を含め，すべて一致している必要がある
のでよく確認すること！ 
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■ 予備検討結果報告書（専攻長の印を用紙上部に，代表委員（指導教員）の印，雛形の文言
を必ず入れる，審査員の先生方の専門分野） 

■ 博士論文審査願 
■ 製本した論文 4 冊 
■ 履歴書 4 通（社会人でも研究暦は「なし」にする，京都大学の教育課程で外部に在籍し

た場合だけ書く，職歴に対応した研究暦ではない） 
■ 論文目録（3 通，各章のタイトルと雑誌論文のタイトルが異なる場合は，※を打ち，その

次に（）内に雑誌論文でのタイトルを記述しておく．出版時期が確定しているもの以外
は，公表の方法･時期は未定とする．よって，投稿済みや受理された直後の論文などは目
録に入れることができない） 

■ 論文使用許諾書（D 論に導入した公表論文 1 報ごとにそれぞれの共著者に署名･印をもら
う，学生･卒業生･外部の人が共著者の場合は早めに対応してもらうことを心がける） 

■ 京都大学学術情報リポジトリ登録申請書（学位論文）（D 論の PDF ファイルの京都大学
付属図書館からの公開を許可するか否かの書類，許諾の可否に関わらず提出する，本人
と指導教員の印が必要，本申請後 1 週間以内の提出でよい）→基本的には許諾する 

■ リポジトリに公開する場合は，論文の PFD ファイルの CD-R 
 

共著者承諾書の補足 

この書類がなければ学位が取れないというものではなく，学位取得に際して共著者の方と
のトラブルがないようにするためのものであるため，厳密な取り決めはないとのこと． 
各論文，各共著者につき1通の承諾書を作成する形にすれば基本的にはよい．対象となる論文
は，基本的には論文目録（投稿論文）に載せるものについて考えればよい（関連する国際会
議の要旨まで逐一承諾所を作成する必要はない）．なお，在学の学生が申請する場合は，工学
研究科の先生方の承諾書も要らないとのこと（当然了承をもらっているだろうとの前提）．も
ちろん，承諾書をもらっておいたほうがよいと判断した場合等は、提出してもかまわない． 
 
2月15日 
専攻長に予備検討結果報告書のコピーを提出 
 
2月17日（金曜会） 
■ 履歴書･論文リスト（情報は最新のものにしておく） 
■ 博士論文草稿をリングファイル綴じしたもの 4 部（1 部は宇治に送付） 
 
論文審査報告書の作成（報告書，論文審査の要旨（予備検討結果報告書の概要とほぼ同
じ），論文内容の要旨（行ったこと＋得られた知見のまとめ）） 
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3月10日 
公聴会開催の掲示の書類を事務に提出 
 
3月22日（公聴会） 
■ 発表 45 分 
■ 論文審査報告書提出 
 
4月13日 
工学研究科の会議で正式に学位の授与が決まる． 
 
4月下旬 
最後の授業料の納付（予備検討が終っていると，学位授与の月までの分の納付でOK） 
 
5月12日 
学位授与式の案内が来る．出欠をFAXまたは郵送で返答する． 
 
5月23日（学位授与式） 
■ 10:30～11:30，学位記受理書に印を押して受付で提出する開始 30 分前までに受付を済

ませる． 
■ 製本した論文を専攻の先生方，博士課程学生に渡す，指導教員からのアドバイスをもと

に関係する分野の研究者に謹呈する（この日の朝に郵送した）． 
 求められれば主査の教授に10冊ほど渡しておく． 
 この時点で100冊近く製本したD論を配布した． 

 

D論謹呈について 

■ 封筒の宛名手紙の名前はできれば万年筆，筆ペンで． 
■ できれば白い封筒で送る． 
■ 相手の住所･所属はできるだけ研究室まで書く．Web で最新の情報を確認する（役職名

に注意）． 
■ 所属＋職名（教授など），名前＋様とする．名前の漢字を間違えないように注意する． 
■ 自分の住所（自宅）と e-mail address（フリーのものは避ける）もあると望ましい． 
■ 封筒は A4 サイズの D 論だと角 2 になる（定形外）．重さ 328 g，普通郵便で一通送る

のに 400 円かかる．送付先は 40 箇所程度． 
■ 手紙もできれば再生紙ではない紙で印刷する． 
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学位取得後 

各章に対応する論文がすべて公表（紙媒体の状態で）されたら学位論文公表報告を提出す
る．学位取得後1年以内に提出する規定になっている．私の場合は学位取得から2年以上たっ
た2008年9月29日に送付した． 

追加で報告した論文についての共著者承諾書は提出する人もいるし，しない人もいるとい
うのが実情とのこと．事務が提出の有無を厳密にチェックはしているわけではないようだ． 
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＜博士論文の執筆，審査のプレゼンの準備に役立つ筆者の Kindle本＞ 

『Stylebook わかってもらえる論文の書き方』 
https://www.amazon.co.jp/dp/B00EB8DDMO/ 
わかりやすい日本語の書き方，論文特集の表現，見やすい図表の作り
方，文書作成の進め方とチェックリスト，執筆を進めやすくするため
のメンタル面への配慮，指導に回ったときの考え方を総合的にまとめ
ています．各章の最後に学んだことをすぐに実践できるようにワーク
も入れています．量が増えてきたので全体を短時間で復習できるよう
にもするために，各章のまとめとコアになる図解を載せた PDF ファ
イルを特典として追加し，そのダウンロードリンクを最後に掲載して
います．  
 
 
 
『Stylebook 1 時間で学べる論文の書き方』 
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MQP8IRM/ 
論 文 の 書 き 方 の コ ツ を ラ ン ダ ム に 3 時 間 に 一 度 つ ぶ や く
StylebookBot をベースに『Stylebook わかってもらえる論文の書
き方』よりも短時間で効果的に論文の書き方を学べる教材を作りまし
た．スマホのような幅の狭い画面でも読みやすい改行･改段落設定に
なっています．研究や通学のスキマ時間を使って学んでみてくださ
い． 
 
 
 
 
 
 
 
『英語の論文執筆・プレゼンに役立つ本 40 選』 
https://www.amazon.co.jp/dp/B00I607SGK/ 
研究者･技術者にとって英語による情報発信は必須といってもいいで
す．市販の英語の学習教材も充実しています．でも，数が多すぎてど
こから手をつけたらよいかわからない方もいるでしょう．英語自体が
研究者･技術者の目的ではないので，できるだけ時間をかけたくない
と思うのももっともです．そのような方のために効率的･効果的に英
語論文･プレゼンについて学ぶ手段をまとめて紹介しました．付録に
は論文投稿に関連したレターやプレゼンの原稿の例，自分の英語を自
分でチェックするためのリストも掲載しています． 
 
 
 

https://www.amazon.co.jp/dp/B00EB8DDMO/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01MQP8IRM/
https://twitter.com/stylebookbot
https://www.amazon.co.jp/dp/B00I607SGK/
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『自分らしく伝えたいことを表現する研究プレゼンのコツ』 
https://www.amazon.co.jp/dp/B01HNVCXQ2/ 
自分が伝えたいことを自分の身の丈に合った方法で表現しつつ，聞き
手に伝わりやすくするための研究に関するプレゼンのコツをまとめ
ました．プレゼンで「何」を表現するかだけでなく，「どうやって」
「なぜ」表現するのかもわかるようにしています．学んだことを「す
ぐに」実践するための簡単なワークも各節の最後に入れました．さら
に，自分のプレゼンの質を自分でチェックできるリストも用意してい
ます（テキストファイルとしてダウンロードも可能）．プレゼンに臨
む際の不安や自信のなさといったメンタル面のケアについて詳細に
解説しているのも本書の特徴です． 
 

https://www.amazon.co.jp/dp/B01HNVCXQ2/
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