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Abstract (Arial, 9 pt, Bold) 

Abstract here. This paper is to be used as a template for Journal of SME-Japan. For Abstract please 
keep to approximately 200 words.  Use Arial, 9pt.  Line spacing at least 10 pt, and 3pt spacing at 
the end of the paragraph. 

 [One line space] 

Keywords:  Five Keywords, Manufacturing, Factory Automation, Vision Sensor, CAM (for example) 

 [One line space] 

1 緒 言 (MSゴシック, 9 pt, Bold, 3pt spacing) 

本文（MS明朝，Times New Roman，9 pt）はここから始

まります．字下げは不要です．行間は最小でも10 pt，

段落の最後に3 pt のスペースです． 

段落の間を空ける必要はありません．段落後の3 pt のス

ペースで十分です． 

 [one line space] 

2 論文題目  

和文の論文題目は上余白のすぐ下に書きます．MSゴシ

ック14ポイントの太字で中央に配置します．その下に

英文の論文題目を書きます．Arial14ポイントの太字で

中央に配置します．和文の著者名は，MSゴシック10ポ

イントで中央に配置します．その下に英文の著者名を

書きます．Arial10ポイントで中央に配置します．論文

題目と著者名はこのテンプレートに従って記載してく

ださい． 

ページ番号は記載しないでください．PDFファイルに

もページ番号は印刷しないでください． 

 [one line space] 

3 原稿 

原稿は必要な余白の範囲に収めてください．ページの

余白を上下左右 20 mm に設定します． 

 [one line space] 

3.1 サブセッションの題目 (MSゴシック, 9pt, Bold, 

3pt Spacing) 

サブセッションの題目の前に1行のスペースがあること

を確認してください． 

 [One line space] 

3.1.1 サブ･サブセッションの題目 (MSゴシック, 9 pt, 

3pt spacing) 

箇条書きの場合は，各項目の最後に3ポイントの間隔が

ないことを確認してください．以下のように，最後の

項目のみに3ポイントの間隔を設定してください． 

• 項目1 

• 項目2 

• 項目3 

そのまま書き進めてください． 

 [One line space] 

3.2 数式と記号 

数式は左マージンに揃え，番号を付けてください．テ

ンプレートのとおり，数式の前に6ポイント，後に6ポ

イントを設定します． 

x y2 2 41+ =          (1) 

数式のフォントサイズは，フルサイズで9ポイント，下

付き文字と上付き文字で7ポイント，さらに下付き，上

付きの文字で5ポイントを使用します． 

変数にはイタリックを使用します (u)．ベクトルの場合

は太字（矢印なし）(u)，変数ベクトルの場合は太字の

イタリック (u)，変数行列の場合は大文字の太字のイタ

リック (U) です．i th，j th，n thではなく，i th，j th，n th

を使用します．括弧が特別な意味を持つ場合を除い

て，括弧の順序は { [ ( ) ] } とします． 

 [One line space] 

4 図と表 

4.1 一般的な外観 

すべての図，表，グラフ，線画が，明瞭，鮮明で，最

高品質であることを確認してください．線は十分に太

くしてください． 

図，グラフィック，写真は，グレースケールかコント

ラストの良い優れた品質のカラーにしてください． 

図や表を作成するときは，図中の文字サイズが9ポイン

ト以上であることを確認してください． 

 [One line space] 

4.2 番号付け，キャプションと配置 

図と表には連続した番号を付けます（例：図1，図2，

図3，表1，表2，表3）．(a)，(b)，(c)を使用して，個々

の図を区別します．図とキャプションの配置の例につ

いては，図1と図2を参照してください．表の例につい

ては，表1を参照してください． 
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図または表は，本文で引用するできるだけ近く，理想

的には段落の上または下に配置します．図または表が

大きすぎて段落の幅に収まらない場合は，ページの上

部または下部の中央に配置できます．ページの余白に

まで及ばないことを確認してください．本文は図の周

りに折り返さないでください． 

キャプションは以下のようになります． 

• キャプションは中央に配置 

• キャプションは英文で，先頭のみ大文字 

• 文章の最後はピリオド 

 [One line space] 

  
(a)                                    (b) 

Fig. 1  Example of picture scanned into the paper. 

 [One line space] 

 

Fig. 2  A 3-impulse sequence. 

 [One line space] 

Table 1  Atomic numbers, atomic weights, mass 
densities, and ionization energy of nickel. 

Symbol Z 
Atomic 
weight 

Density 
(g/cm3) 

Ionization 
energy 

(eV) 

Ni 29 63.54000 8.9333  322.0  

 [One line space] 

5 結 言 

このテンプレートは、Journal of SME-Japanの電子出版

論文を作成するための指示をまとめたものです． 

 [One line space] 
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 [One line space] 
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