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１．はじめに 

 本要項は(社)日本フルードパワーシステム学会の

春季・秋季フルードパワーシステム講演会の原稿執

筆に関するものです． 
２．原稿書式 

 原稿用紙は A4 版白紙を用い，ワードプロセッサ

を使用してください． 
原稿は，そのままオフセット印刷して編集します．

刷り上りのサイズは原稿と同じ A4 版です． 
書式は，用紙の上下を 25mm，左右を 20mm，中

心を 10mm それぞれあけて，2 段組構成とし，23 字

×48 行×2 段組=2208 字／頁を目安として 3 頁で作

成してください． 
本文の文字は明朝体 10 ポイントを目安とします．

原稿の１頁目の構成は，この執筆要項の体裁を参考

にしてください． 
和文タイトルはゴシック体 14 ポイントを目安と

し，センタリングして，強調文字を使用してくださ

い．著者の所属（略記）と著者名をセンタリングで

記述し，講演者に○をつけてください．その下に英

文タイトルと英文著者名をセンタリングで記述して

下さい．なお著者の詳細な所属と連絡先等を，頁左

下に脚注として記述してください．代表著者は

E-mail アドレスも記述して下さい． 
150 語程度の英文アブストラクトを記述して下さ

い．その下に英文キーワード（5 語以内）を記入し

てください． 
３．図，表 

図表の横幅は 1段あるいは 2段組みの幅で作成し，

図表のタイトルは英文で Fig.1,Fig.2…  あるいは

Table 1,Table 2 …のようにしてください． 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．その他 
その他，数式，参考文献等，原稿作成に必要な事

項は，本学会の会誌投稿原稿執筆要綱を参考にして

ください． 
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