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あらまし この文章は，SCIS2016 の原稿 (WEB 概要および論文) の作成及び提出の方法について説明
しています．SCIS2016 では，WEB 概要の公開および予稿集 (USB メモリ) の配布を行う予定です．著
者の方々には「WEB 概要」および「論文」を作成して頂きます．
「WEB 概要」は 500 文字以内 (日本語
の場合) または 1,300 文字以内 (英語の場合) で，
「論文」は 8 ページ以内としてください．WEB 概要は
テキスト入力による登録，論文は電子ファイルとして提出して頂くことになります．ハードコピーの提出
は必要ありません．ご登録頂いた「WEB 概要」は SCIS2016 の WEB ページ及び USB メモリに，ご提
出頂いた「論文」は USB メモリ媒体の予稿集に，それぞれ収録されます．WEB 概要公開および予稿集
発行の際のトラブルを防止するためにも，この文書に従って各投稿ファイルの作成を行い，ご提出頂き
ますようお願いいたします．
キーワード SCIS 2016, 投稿原稿様式, ファイルフォーマット

論文原稿概要（WEB 概要）
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論文には，題目，著者，所属，住所，あらまし，キー
ワード，本文，図表，参考文献，附録など全てを 8 ペー

SCIS2016 では各論文の WEB 概要の公開および USB
メモリへの収録を行います．WEB 概要は WEB 上でテ
キスト入力をお願い致します．文字数は 500 文字以内
(日本語の場合) ，または 1,300 文字以内 (英語の場合)
です．
参加申し込みを致しますと，マイページにアクセスす
ることができます．マイページで講演の新規申し込みを
行いますと，論文原稿 (WEB 概要) で WEB 概要をテ
キスト入力することができるようになります．

ジ以内に記述してください．

2.2

上マージン 17 [mm], 下マージン 20 [mm], 左右マー
ジン 18 [mm] をとってください． これらのマージン領
域を除いた縦 260 [mm] 横 174 [mm] の領域に収めて下
さい.
また，論文の 1 ページ目には，右上に縦 16 [mm] 横

57 [mm] の SCIS のラベルを記載してください．ラベル
の内容と様式は，この文書の上の SCIS のラベルに従っ
て下さい．なお，論文の 2 ページ目以降にはラベルは必
要ありません．論文番号の記載は不要です．
論文にはページ番号を入れてください．

論文原稿本文 (予稿集)
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原稿のレイアウト

SCIS2016 では USB メモリ予稿集を作成します．
「論
文 8 ページ以内」の作成と提出をお願いします．
提出された原稿はそのまま収録されますので，下記の
事項に注意して原稿を作成して下さい．なお，この文書
自身が予稿集用の推奨原稿様式に従っています.

2.3

原稿本文第 1 ページ目の構成

本文の第 1 ページ目に必要な事項と言語について表 1
にまとめました.

2.1

サイズ・頁数の制限など

予稿集に収録する論文の「あらまし」は，WEB 概要と

用紙のサイズは A4 とします．原稿のページ数は，(USB

同一内容である必要はありません (同一でも構いません)．

メモリ予稿集用の) 論文が 8 ページ以内です．

2.4
∗

LATEX 用スタイルファイル

原稿の作成に LATEX を使用される方は，LATEX スタイ
ルファイルおよびテンプレートファイルを用意しました

SCIS2016 実行委員会 〒 180-8585 東京都武蔵野市緑町 3-911. SCIS2016 Secretariat, 3-9-11, Midori-cho Musashino-shi,
Tokyo 180-8585, Japan. scis2016@lab.ntt.co.jp

ので，
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いずれの場合も，下記の「利用可能なフォントについ
表 1: 論文第 1 ページ目の必要事項と言語
本文の言語
日本語
英語
和文

英文

和文

英文

論文題目

○

○

×

○

著者名

○

○

×

○

所属

○

○

×

○

住所

○

○

×

○

あらまし

△

△

×

○

て」に留意してください．

3.4

利用可能なフォントについて

USB メモリに収録する論文については，提出いただ
いた原稿の電子ファイルを「そのまま」USB メモリに収
録します．できるだけ多くの環境で収録原稿を読めるよ
うにするために，利用フォントに関して下記のガイドラ
インに沿って頂くことを推奨します．

キーワード
△
△
×
○
○: 必須, △: 和・英のどちらかを選択, ×: 不要

欧文フォント 全てのフォントを埋めこんで頂くのが安
全です．
和文フォント ファイルサイズが超過しない限り，同様

http://www.iwsec.org/scis/2016/call.html
より取得してください．本文の言語により，英語版と日
本語版があります．

に PDF ファイルに埋め込んでいただくことを推
奨します．フォントを埋め込まない場合は，各種

PDF 閲覧・印刷ソフトで正しく表示・印刷できる
ことを確認してください．特に Windows 環境を
お使いの方は，Mac や UNIX などの他環境でも正
しい結果が得られるかどうか留意してください．

原稿の提出について

3
3.1

発表申込

発表申し込みは，

http://www.iwsec.org/scis/2016/registration.html
なお，フォント埋め込みの方法については，各 PDF
の「新規登録」を行い，マイページログイン後，
「講演の
変換ソフトのマニュアルをご参照ください．
新規申込」でおこなってください．
3.2

4

原稿登録及び投稿

SCIS2016 事務局

WEB 概要および論文は，WEB での電子登録及び投
稿による提出をお願い致します．ハードコピーの提出は
必要ありません．
WEB による原稿登録及び投稿は，マイページログイ
ン後に，画面の「論文原稿」でお願いします．
提出期限は 2015 年 12 月 15 日です．原稿を登録及び
提出した後でも，締め切りまでは何度でも原稿を編集及
び差し替えが可能です．WEB 概要の公開及び予稿集の
作成は，最後に登録された WEB 概要，投稿された論文
ファイルを使用して行われます．締め切り間際になりま
すと，サーバの混雑が予想されますので，お早目の提出
をお願いいたします．
3.3

問い合わせ先
Email: scis2016@lab.ntt.co.jp

ファイルフォーマット

なお，WEB 概要は WEB 入力，論文のファイル形式
は PDF のみとします．また，USB メモリ収録の都合上，
論文のファイルサイズは 1.5MB を超過しないように願
います．詳細は下記を参照してください．
提出論文原稿のファイル形式は PDF 形式に統一さ
せていただきます．また，USB メモリ収録の都合上，論
文のファイルサイズは 1.5MB を超過しないようにして
ください．超過した場合，収録されない可能性がありま
す．特に写真を多用される場合は留意してください．
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