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ABSTRACT 

この書類では 3次元画像コンファ レンスの講演論文集 CD-ROM 原稿の書き方について説明します． こ

の書類そのものが、見本と なっています．まず、講演タイ ト ル、著者、所属，英文アブスト ラ ク ト ，キー

ワード などを記載します． 次に， 本文は 2 段組で記述して下さい． なお， 最大 4 ページにてご提出下

さいますよう お願いいたします． 本欄には 200語程度の英文アブスト ラ ク ト 書いてく ださい．  
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１．はじめに 

講演者から提出された PDF ファ イルが、 その

まま CD-ROM 用原稿になり ます． この要項をよ

く お読みになったう えで，読みやすい原稿を作成

してく ださい．  

 

２．原稿印字範囲 

用紙サイズは A4（ 210mm×297mm） です． 余

白は 1ページ目の上部のみ 30mm と し ，それ以外

（ 1 ページ目の左右と 下， 2 ページ目以降の上下

左右） は 20mm と なるよ う にお書きく ださい．  

※ページ番号は付けないでく ださい．  

３．表題 

表題には，タイ ト ルと 英文アブスト ラ ク ト のみ

と します．添付した見本を参照し，以下の要領で

お書きく ださい．  

1. 講演タイ ト ル： 18～20ポイント 程度の文字

でお書きく ださい．  

2. 氏名・所属： 10～12ポイント 程度の文字で，

講演タイ ト ルの下にセンタ リ ングしてお書

きく ださい．  

3. 英文アブスト ラ ク ト ： 9～10ポイント 程度の

文字で，200語程度のアブスト ラ ク ト をお書

きく ださい．  

4. キーワード： 5つ程度のキーワード をお書き

く ださい．  

 

４．本文 

本文には，10ポイント 程度の文字で， 2段組で

本文をお書きく ださい．アブスト ラ ク ト のページ

を含めて， 全体で最大 4 ページの偶数と します．

また， ページ数に限り があるので， 1ページ目の

下側から書き始めてく ださい．図表およびその説

明文は全て英文で作成してく ださい．  
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５．発表者の連絡先 

最初のページの左下に，発表代表者の氏名，連

絡先（ 所属， 所在地， 電話番号， 電子メ ール等）

を書き， 本文と の間に細い線を入れて下さい．  

 

６．使用言語 

日本語または英語（ アブスト ラ ク ト は英語） で

お書き下さい．  

 

７．その他 

・ PDF ファ イル（ Adobe Acrobat5.0 以降を推

奨） を作成される際には，すべてのフォント を埋

め込むよう にしてく ださい．  

（ Adobe Acrobatの場合，PDF設定で「 高品質印

刷」 を選択してく ださい）  

・ ヘッ ダー，フッ ターはこちらで付加いたしま

すので PDF 文書にセキュリ ティ 制限を加えない

でく ださい．  

 

＜その他、 CD-ROM原稿作成の留意点＞ 

 電子化媒体では，音声・ カラー画像・ 動画など

の多様な表現方法を用いるこ と が可能なため，当

コンファ レンスでは講演論文集を CD-ROM にて

発行し、印刷物はアブスト ラ ク ト 集と して別途作

成します〔 アブスト ラ ク ト 原稿の作成方法につい

ては別途ご案内いたします〕 。講演者の方は，以

下を参考にして CD-ROM 用の原稿を作成・ 提出

してく ださい．  

 

１．PDF形式の作成 

CD-ROM 用の原稿は， 講演者から送られた PDF

ファ イルをそのまま CD-ROM に収録いたします．

CD-ROM の容量には余裕があり ますので， 従来

の印刷原稿と 比べ音声・ カラー画像・ 動画など自

由で多様な表現を用いるこ と も可能です．  

なお、 PDF 形式の原稿作成は下記をご注意

く ださい。  

PDF形式を用いると ，機種や OSの種類を問

わずに印刷用の原稿と 同じ よ う に見える原稿

を作成するこ と ができます．通常，ワープロソ

フ ト で作成し た印刷用の原稿フ ァ イ ルを

Adobe社が市販している Acrobat（ 4.0以上，5.X

推奨） と いう ツールを用いて PDF 形式の原稿

に変換して作成します．電子原稿の利点を生か

して，高精細な画像や動画像などを付加すると

効果的です．  

UNIX系 OSの GhostScript から PDFに変換

する場合，フォント をビッ ト マッ プに展開する

と ファ イルサイズが大き く なってブラ ウザで

表示できなく なるこ と があり ますので，フォン

ト は展開しないでく ださい．  

 

２．文字およびファイルに関する注意 

・ 文字について  

Windows, Mac, UNIX などの異なる OSでは，

表示できる文字に若干の違いがあり ます．  

特に，①②③などの丸付き数字やⅠⅡⅢなど

のローマ数字は使えませんのでご注意く だ

さい．  

・ ファ イル名やフォルダ名について  

英数字と ハイフン  ”-“ のみで 31文字以下の

名前を用いるこ と ができます．漢字やカタカ

ナなどの日本語のファ イル名を使ってはい

けません．  

・ ファ イル容量 

10MB までは，ご自由にお使いいただけます．

CD-ROM全体の容量には余裕があり ますの

で， 割当の増加を希望される方は

info@3d-conf.orgまで希望容量を連絡して下

さい．  

 

 



 

その他 

原則と して，提出された原稿をそのまま収録いた

します．実行委員会では内容の詳細な検査はいた

しませんので，異なる機種でも問題なく 閲覧でき

るよ う に事前にご確認く ださい．ただし，編集の

過程で明らかなリ ンク ミ スや日本語ファ イル名

の使用など書式上の不備が見られた場合には，実

行委員が修正を加える場合があり ますので，ご了

承く ださい．  

 

原稿送付先 

原稿ファ イルは PDF変換し、メ ール添付（ ※6MB

まで） 、 も し く は CD-ROM を以下住所までご郵

送く ださい．  

〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-21-27 

アド コム・ メ ディ ア (株)気付 

3次元画像コンファ レンス実行委員会事務局 

TEL:03-3367-0571  FAX:03-3368-1519 

E-mail  info@3d-conf.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


