
「マグネシウム」執筆要領  

 

一般社団法人日本マグネシウム協会（以下、「本協会」という）の機関誌「マグネシウム」に投

稿する場合の執筆方法は、この要領に基づくものとする。 

「研究論文」の執筆は第 1 章に、それ以外の「解説」・「テクニカルレポート」等の執筆につい

ては第 2 章によるものとする。 

第 1 章 「研究論文」 

Ⅰ 基本事項 

1. 原稿の種類 

1.1 研究論文 

マグネシウム及びマグネシウム合金にかかわる分野に関する独創的な学術ならびに技術の研究成

果について、価値ある結果を含み、かつ十分考察されているもの。 

1.2 テクニカルレポート 

マグネシウム及びマグネシウム合金にかかわる分野に関する実験技術、現場技術などをまとめた

もの、及びマグネシウム工業に関連する事柄の調査、試験などを報告したもの。 

2. 投稿の方法 

原稿投稿にあたっては、論文の内容を全て含めたものカメラレディ状態にレイアウトしたもの

Word（2007 以上が望ましい）ファイルとして編集委員会に送付する。 

3. 原稿の形式、長さ 

3.1 原稿は、原則として提出する場合は、A4 判の用紙に、第 3 章 2 項のレイアウトに従い作成す

る。 

3.2 原稿の刷り上がりページ数は、2 ページ以上 8 ページ以下とする。 

4. 原稿の順序 

原稿は、①題目、②著者名、③著者の所属機関、④アブストラクト（和文及び／又は英文）、

⑤Keywords、⑥本文（参考文献を含む）、⑦図表の順で並べる。 

4.1 題目は、簡潔でしかも論文の内容を適切に表すようにする。副題を付けたり、‘第○報’のように

連続報文としない。‘～に関する研究’、‘～について’等の表現は用いない。題目には、原則とし

て略語、略称ならびに商品名は用いない。元素記号は、化学記号として用いる場合を除いて用

いない。 

例：×Mg 材料、○Al-Mg-Si 系合金 

4.2 和文題目と内容が一致する英文題目をつける。冠詞はできるだけ省略する。 

4.3 著者名は、姓・名とも略さずに記入する。英文表記には各著者慣用の著者名を用い、姓と名が

区別できるように、姓はすべて大文字で記入する。 

4.4 所属機関名は、氏名に番号を付し脚注に記載する。研究を行なった機関名を記入する。現所属

が研究時と異なる際には〔 〕内に現所属を併記する。学部学生、大学院生の別を明記する。所

属機関の所在地は、郵便番号、番地等を省略せずに記入する。 

4.5 アブストラクトは、本文を読まなくても内容の要点が理解できるようにする。英文概要は、研

究論文についてのみ作成し、150～200 語程度、1 パラグラフとし、米語を用いる。 



4.6 Keywords は、論文の主題を適切に表現し、情報検索の際の Keywords になるように、米語で

5 語句以内を記す。 

5. 本文 

5.1 原稿は、常用漢字、現代かなづかいによる簡潔な口語体で記述する。日本語のかな書きはひら

がなとする。 

5.2 見出しは、章：1. 節：1.1 項：1.1.1 とする。 

5.3 本文中の述語は、原則として文部科学省制定の学術用語集及び JIS 規程の用語集による。商品

名の使用はできるだけ避ける。 

5.4 数量の単位は SI 単位系を用いる。 

5.5 参考文献は、通し番号をつけて本文の最後に一括して記述する。引用番号の数字は該当する箇

所の右肩に半括弧つきで入れる。例：1）、1),2)、1)~5) 

6. 図表説明文 

6.1 図、表の説明は日本語及び英語(米語)を併記する。図、表に含まれるすべての用語は、日本語

又は米語を用いた英文とする。説明文は、できるだけ本文を読まなくても理解できるようにす

る。 

6.2 図と写真は区別することなく図として数え、図 1、図 2(Fig.1、 Fig.2)とし、表は、表 1、表

2(Table 1、Table 2)とする。 

6.3 表の説明文は表の上に、図の説明文は図の下に記入する。英文は大文字ではじめピリオドで終

わる。 

6.4 カラー印刷を希望する図には、その旨明記する。 

7. 投稿に関する問合先 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-6-10 

一般社団法人日本マグネシウム協会 編集委員会  

Tel 03-3243-0280 Fax 03-3243-0285 

E-mail: office@magnesium.or.jp  

8. 著作権 

8.1 他の執筆者が発表した文章、データ、図、表、写真等を引用するときは、著作権に抵触しない

よう著者の責任において対処する。 

8.2 「マグネシウム」に掲載された原稿の著作権は、『著作権規程』に基づき本協会に帰属する。 

Ⅱ 表記方法等に関する注意 

1. 英文は米語とする。 

2. 外来語はカタカナを使用する。適当な日本語がある場合は日本語にする。ただし外国人名は原

語で書く。原語（特に英語）の綴りの終りが er、or 等で、カタカナ 3 字以上のときは、末尾

に長音記号をつけない（例：シリンダ、コンピュータ、ウィスカ）。ただし、地名にはつける。

２字の場合は一般に長音記号をつけるが、慣例としてつけない場合もある（ギヤ）。原語の綴

りの終りが gy、py 等は長音記号をつける（エネルギー、エントロピー）。一方、ty の場合

はつけない（ポロシティ）。 



3. 元素名は、日本語で書くことを原則とするが、元素、原子、分子あるいは合金等を示す場合に

は化学記号を用いてもよい。ただし、１元素だけを示す合金は日本語で書く：マグネシウム合金

（Mg 合金としない）。また、２元系以上の多元系合金の場合は化学記号を用いる：Mg-Al-Zn

合金。JIS などに規定されている合金の名称を用いる場合は、主金属系がわかるようにするた

め、次のように書く：、AZ91 マグネシウム合金、1100 アルミニウム、AC4C アルミニウム合

金なお、本文中で繰返し使う場合は最初だけ書き、その後は JIS などの記号のみでもよい。 

4. 注はすべて脚注とし、各ページごとに本文中に星印（*1、*2）で示す。脚注を付記する場合は、

原稿の枠内に横線で区別して書き、‘脚注’と明記する。 

5. 数量を表す文字は、定数、変数ともにイタリック体を用い、数量単位、数学上の記号、数値は

ローマン体を用いて書く。例えば、量記号、定数（イタリック体）：K、N、数量単位（ローマ

ン体）：m、Pa、s 数学記号（ローマン体）：exp、log、sin  

6. 数式は、分母、分子が明らかになるように書く。(A+B)/(C+D)を A+B/C+D としない。1 行の

式中に斜線を 2 本用いない。A/B／C は、A/(BC)、A/(B・C)あるいは AB－１C－１とする。 

7. 参考文献の記載は次の例示のようにする。なお、著者名は和文の場合、フルネームで書くこと。 

雑誌の場合 

 著者氏名：雑誌名，巻数（発行年），ページ.  

＜例＞山田太郎：軽金属, 41(1991), 100-105.  

J. J. Nutting：Mater. Trans., 52 (2011), 51-56. 

単行書の場合 

著者氏名：書籍名，編集者，（発行年），ページ. 

＜例＞山川次郎：アルミニウムの基礎と工業技術, 編集 村上陽太郎,軽金属協会,(1958),427-450. 

P. R. Swann and J. D. Embury : High Strength Materials, ed. by V. F. Zackay, John 

Wiley & Sons, (1991), 300-320.  

外国雑誌の略名は、Core Journals Covered in CAplus の記載に準じる。

（http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html を参照のこと。） 

第 2 章「解説」、「テクニカルレポート」等 

1. 原稿の種類 

1.1 解説 

マグネシウム及びそれに関わる分野に関する学術ならびに技術について解説したもので、編集

委員会が掲載を認めた上記以外の記事。掲載可否は編集委員会で判断する。 

1.2 テクニカルレポート 

マグネシウム及びそれに関わる分野に関する実験技術や現場技術などをまとめたもので、編集

委員会が掲載を認めた上記以外の記事。掲載可否は編集委員会で判断する。 

2. 投稿の方法 

第１章 Ⅰ 基本事項 2. 投稿の方法に準じる。 

3. 原稿の形式、長さ 

3.1 原稿の形式は原則として、第 1 章のⅠ及びⅡに準じる。ただし、英文概要は不要、Keywords 米

語で 5 語句以内を記す。図表の説明ならびに図表内の用語は和文とする。 

http://www.cas.org/expertise/cascontent/caplus/corejournals.html


3.2 原稿の刷り上がりページ数は、2 ページ以上 8 ページとする。 

第 3 章 レイアウト 

1. 文字 

フォントサイズ 

タイトル：14pt，名前・所属：12pt， 

本文：10Pt，図表のキャプション，脚注：8pt， 

フォントの種類 

タイトル，所属，名前：12pt， 

（和文）MS ゴシック，（英文）Times New Roman 

アブストラクト本文及び図表キャプション：10pt 

（和文)MS 明朝，（英文，数字）：Times New Roman 

2. レイアウト 

用紙：A4 

1 頁行数：44 行 

段組：タイトル，名前，所属は１段， 

本文：2 段，1 段文字数 25 文字，段間：8 ㎜ 

余白：上下左右：20 ㎜ 



 

[研究論文見本] 

［原稿の種類］ 

マグネシウム合金の機械的性質 

Mechanical properties of magnesium alloy 

 

○○大学，鎂 太郎，軽量 次郎 

（一社）日本マグネシウム協会，協会 三郎 

 

Tarou MAGNESIUM，Jiro KEIRYO，○○ University 

Saburo Kyokai, Japan Magnesium Association 

 

→英文アブストラクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

 

Key ward:  Magnesium alloy, Light metal, Mechanical properties 

 

アブストラクト 

 マグネシウム合金は・・・ 

 

1. 緒言 

マグネシウム合金１）は実用金属中最軽量で

あり・・・・・・・ 

 

 

 

 

2.供試材 

供試材には，・・・・・・。 

 
表1 マグネシウムの性質 

(Table 1 Property of magnesium.) 
    
    
    
    

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

8㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      図1 材料の入口２） 
        (Fig.1 The entrance of materials

２）.) 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

参考文献 

1)鎂 太郎：マグネシウム,2013(2000),123-234. 

2)諸住正太郎：マグネシウム読本，カロス出版， 
(2001)，2. 

 

*1：マグネシウム大学 

*2：中央区日本橋大学 

(14pt,MS ゴシック) 

(14pt,Times New Roman) 

余白：上下左右 20mm 

(14pt,MS ゴシック) 

(14pt, Times New Roman) 

上部：10pt で 1 行空き 

(10pt,MS ゴシック) 

左右：全角で 2 文字分程度あける 

(10pt, Times New Roman) 

1 行空き 

本文：10pt, 和文 MS 明朝, 英字・数字 Times New Roman 

章見出しは太字 

図表のキャプション，脚注は 8pt 

, 

25 文字 

中央揃え 

図表と本文 1 行空き 

キャプションは表は上部,図は下部とし，簡潔にする。 

脚注は上付き 



 

[解説・テクニカルレポート見本] 

［原稿の種類］ 

マグネシウム合金の機械的性質 

Mechanical properties of magnesium alloy 

 

○○大学，鎂 太郎，軽量 次郎 

（一社）日本マグネシウム協会，協会 三郎 

 

Tarou MAGNESIUM，Jiro KEIRYO，○○ University 

Saburo Kyokai, Japan Magnesium Association 

 

Key ward:  Magnesium alloy, Light metal, Mechanical properties 

 

アブストラクト 

 マグネシウム合金は・・・ 

 

1. 緒言 

マグネシウム合金１）は実用金属中最軽量で

あり・・・・・・・ 

 

 

 

 

2.供試材 

供試材には，・・・・・・。 

 
表1 マグネシウムの性質 

(Table 1 Property of magnesium.) 
    
    
    
    

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 

 

8㎜ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
      図1 材料の入口２） 
        (Fig.1 The entrance of materials

２）.) 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

参考文献 

1)鎂 太郎：マグネシウム,2013(2000),123-234. 

2)諸住正太郎：マグネシウム読本，カロス出版， 
(2001)，2. 

 

*1：マグネシウム大学 

*2：中央区日本橋大学 

(14pt,MS ゴシック) 

(14pt,Times New Roman) 

余白：上下左右 20mm 

(14pt,MS ゴシック) 

(14pt, Times New Roman) 

上部：10pt で 1 行空き 

(10pt,MS ゴシック) 

1 行空き 

本文：10pt, 和文 MS 明朝, 英字・数字 Times New Roman 

章見出しは太字 

図表のキャプション，脚注は 8pt 

, 

25 文字 

中央揃え 

図表と本文 1 行空き 

キャプションは表は上部,図は下部とし，簡潔にする。 

脚注は上付き 


