(c) 1997 by the Chemical Society of Japan

日本化学会誌(化学と工業化学)
投　稿　規　則
 (本投稿規則は会誌規程第10条による投稿論文に適用される)

1.　投稿資格
　投稿原稿の著者(連名の場合は 1 名以上)は日本化学会会員であることを原則とする．ただし，編集委員会が認めた場合は，この限りではない．
2.　著 作 権
　論文誌に掲載された論文についての著作権は，日本化学会に帰属する．したがって本会が必要と認めたときは転載し，また外部から引用の申請があったときは本会において検討のうえ許可することがある．
3.　投稿論文
　3.1　論文の種別は一般論文・技術論文・総合論文・ノートおよび速報とし，いずれも印刷物として未発表のものに限る．
　3.2　原稿は本投稿規則および投稿の手引にしたがって作成し，投稿カード†1 部，表紙・英文要旨・和文要旨(ノートおよび速報には不要)・本文・図・表を各 2 部提出する．
　また原稿の審査に当たって参考になる別刷などがあれば，添付することができる．
　3.3　原稿は A4 判白色無地の用紙を縦長に用いて，ワープロで横書きで作成する．ただし図および表は用紙を横長に用いてもよい．
　3.4　原稿の長さは各論文種別ごとに示されたものを原則とするが，特に必要な場合はその長さを超えたものも認めることがある．
　3.5　投稿原稿の受理日は本会に到着した日とする．
4.　一般論文
　化学および化学技術に関する独創的な研究で価値ある結論あるいは事実を含むものでなければならない．
　4.1　英文要旨は，目的，方法，結果について論文の内容が把握できるものとし，200―300 語に要約したものとする．
　4.2　和文要旨は，目的，方法，結果について論文の内容が把握できるものとし，500 字以内に要約したものとする．
　4.3　本文は，つぎの項目の順にしたがって書くことが望ましい．緒言，理論，実験，結果，考察，結論．このうち不必要な項目は省いてもよい．
5.　技術論文
　工業的に有用な発見・発明あるいは研究・開発に関する価値ある事実を含むものでなければならない．具体的には次の�@または�Aのような内容を含み，基礎，開発，中間規模，プラントなどのいずれの段階の研究成* でもよい．
　�@物質・材料の設計，製造，精製，加工，評価，分析または用途に関するもので，新規性および工業的価値の高いもの．
　�A新しい機能，物質・材料，プロセスの開発または機能・性能の向上に関するもの．
　5.1　原稿の長さは，図・表を含め14000 字程度(刷り上がり 7 ページ)以内とし，一般論文に準じた英文要旨および和文要旨をつける．
6.　総合論文
　著者のこれまでの研究をある主題のもとに取りまとめて，その主題に関する学術的あるいは技術的知識の進展を体系化して，新たに執筆された研究論文とする．
　6.1　印刷物としてすでに公表した内容を含めてよいが，できるだけ最新の成果 (未発表の成果を含む)を盛り込む．その際，既発表の成* と未発表の成果が判然とするように適切な引用形態をとる．
　6.2　原稿の長さは，図・表を含め20000 字以内(刷り上がり10ページ)とし，一般論文に準じた英文要旨および和文要旨をつける．
7.　ノ ー ト
　新しい事実や価値あるデータを含む短い報告はノートとして投稿できる．
　7.1　英文要旨は，4.1に準じ 100 語程度とする．
　7.2　原稿の長さは，図・表を含め6000 字以内とする．
8.　速　　報
　独創的な研究で，価値の高い結論または事実を含み，速やかに発表する必要があるものとする．詳細な内容は後日，一般論文として投稿することができる．
　8.1　英文要旨は，4.1に準じ 100 語程度とする．
　8.2　原稿の長さは，図・表を含め4000 字以内とする．
　8.3　速報として掲載を希望する理由書(400 字程度)2 部を添付する．
9.　原稿の審査・再提出
　9.1　投稿原稿の採否は編集委員会が決定する．編集委員会は投稿原稿について訂正を求めることがある．
　9.2　受理された原稿は，編集委員会が修正を要求した箇所以外に，編集委員会の承諾なしに変更を加えてはならない．
　9.3　訂正を求められた原稿はすみやかに再提出する．返送の日より 2 か月以内に再提出されない場合には，投稿の意志がないものとして整理する．
　9.4　論文の採用が決定し，用語の訂正などを行った後に，印刷用活字指定を朱記した確定原稿とそのフロッピーディスクを提出する．
10.　校　　正
　著者校正を 1 回行う．この際には印刷上の誤り以外の字句の修正，あるいは原稿になかった字句の挿入は原則として認めない．校正刷りは受取後 2 日以内に校正して速達で返送する．期限に遅れた場合は編集部の校正をもって校了とすることがある．
11.　掲載料・別刷
　投稿論文が本誌に掲載された場合，著者は掲載料を支払わなければならない．ただし，編集委員会から依頼した総合論文についてはこの限りではない．
　当該論文の別刷は50 部に限り著者へ無料進呈する．なお，50 部を超える部数を希望する場合は，著者校正時に本会より送付する所定の複製許諾申請用紙により申請し，本会の許諾を得てから各著者において作製する．
12.　雑誌発行後の正誤訂正
　12.1　印刷上の誤りについては著者の申し出があった場合にのみこれを掲載する．
　12.2　印刷上の誤り以外の訂正，追加などは原則として取り扱わない．ただし著者の申し出があり，編集委員会がそれを適当と認めた場合に限り掲載する．
　12.3　正誤訂正は半年ごとに一括して下記により掲載する．　5 月から10 月までの申し出分は，12 月号　11月から 4 月までの申し出分は，6 月号
13.　原稿の提出
　原稿は〒101 東京都千代田区神田駿河台 1-5　日本化学会　日本化学会誌編集委員長宛に送るものとする．
(平成元年 4 月改訂)
(平成 3 年 4 月改訂)
(平成 4 年 9 月改訂)
(平成 6 年 1 月改訂)
(平成 6 年 6 月改訂)
(平成 9 年 1 月改訂)
�ｪ 投稿カードは，本会編集部へ送付先宛名を明記のうえ，FAX (03-3292-6318)でお申し込み下さい．無料でお送りします．
----------------------------------------------------------------------------------------------------
日本化学会誌(化学と工業化学)
投　稿　の　手　引

1.　投稿の準備
　必ず投稿規則および本投稿の手引を読んでから執筆する．
2.　原稿の書き方
　最近の日本化学会誌(化学と工業化学)の体裁にならい，同種分野の論文を参考にして書く．
　2.1　原稿はワープロで作成する．A4 判白色の用紙を縦長に用い，1 行 29 字，1 ページ 24 行(1 ページ 596 字)で，行間を十分にとって横書きに印字する．
　句読点，カッコ，ハイフンなどは全角 1 字分を用い，数字および英字は半角文字とする．数字と単位の間は半角空けとする．節の初めは 1 字分空ける．
　2.2　原稿は次の順で，ページを改めて作成する．表紙，英文要旨，和文要旨，本文．
　ノートおよび速報には和文要旨は不要．
　2.3　本文は必要に応じて次の項目の順に書く．緒言，理論，実験，結果，考察，結論，謝辞，引用文献・注(ただし謝辞および引用文献・注には項目名をつけない)．
　これらの項目のあとに図の題目・説明，図，表をつける．
　年会，討論会などで発表済の研究であることを記載する場合には，引用文献・注の前に発表年月と会名を記載する．
　ノートおよび速報の本文は上記の形式にとらわれず，簡潔に記述する．
　本文には，用紙の下右隅に手書きで* しページをつける．
　2.4　用　語
　用語は常用漢字，現代かなづかいとし，専門用語は文部省学術用語，JIS 用語を原則とする．
　外国の人名，会社名などは外国つづりで書くことを原則とするが，ロシア文字などはローマ字つづりに直す．
　2.5　表　紙
　次の事項を必ず記入する．〔見本 1 参照〕
　1)　論文の種別
 (一般論文・技術論文・総合論文・ノート・速報)
　2)　論文題名(原稿の内容を明確に表す題名)
　大題名がある場合は題名に文献番号をつけ，引用文献・注欄に記載する．
　3)　著者名
　著者連名の場合は，通信連絡に当たる著者の右肩に＊印をつける．
　4)　研究の行われた機関の公式名，郵便番号および所在地著者の中に異なる研究機関に属する人がある時は，†，††印で区別する．
　研究の行われた機関と現在所属する機関が異なる場合には，††，†††印などを用い，現在(英文要旨では Present address)として機関名，郵便番号，所在地を書く．
　2.6　項目の区分け
　本文の区分けにはポイントシステムを用いる．大見出しは　1　緒言，2　実験，＼のようにしてセンタリングし，中見出しは，2.1，2.2，＼のようにし，小見出しは，2.1.1：，2.1.2：，＼のようにして左から 1 字分空けて書く．
　なお，小見出し以下の区分は�ｪ 1 ，�ｪ 2 ，＼を用いる．
[例]
2　実　験(センタリング)
　2.1　試　料　　　　　(左から 1 字空け)
　2.2　測　定　　　　　　　(　〃　)
　2.2.1　NMR 測定：　　　 (　〃　)
　2.2.2　動的粘弾性測定：　(　〃　)
3.　化合物名・用語・化学式などの書き方
　3.1　本文中では原則として，化学式ではなく化合物名を用いて書く．
　3.2　化合物の命名は原則として IUPAC 命名法にしたがい，日本語または英語で書く．化合物命名小委員会編「化合物命名法」注 1)を参照．
　3.3　化合物名以外の装置，反応操作などの名称は原則として日本語とする．ただし，特殊な場合は無理に日本語とすることなく外国語を用いてもよい．
　3.4　化合物名を略記号または番号で表す場合は，本文の最初に出てくる箇所で，正式の化合物名の後にカッコをつけて略記号または番号を記載する．
　化合物番号をその後引用する場合には，��1，2，3，＼のようにカッコをつけないでゴシック体(赤の波下線)のアラビア数字とする．
[例]アゾビスイソブチロニトリル(以下 AIBN と略記する)．
[例]グアイアズレン�ｪ 1 ��， 1 �翌ﾌ收率は＼
4.　単位・記号
　4.1　量記号，符号は広く国際的に使用されているものを用いる．日本化学会標準化専門委員会編「物理化学で用いられる量・単位・記号」の要約版注 2)，あるいは JIS Z 8202を参照．
　4.2　単位は原則として国際単位系(SI)を用いる．
5.　引用文献・注
　5.1　引用文献および本文中の注記は該当する場所の右肩に1)または2)3)または4)-6)のように通し番号をつけ，本文の最後にまとめて記載する．
　5.2　著者名は，漢字の場合は姓名を，欧文の場合は姓に名のイニシャルをつけて記す．複数の著者の場合はすべての著者名を記入し，H. Anderson, et al. などとはしない．
　5.3　文献名の略し方は，化学便覧，Chemical Abstracts の省略名に準じる．
　また日本語雑誌は当該雑誌で指定する略記法にしたがうものとし，特に指定のない場合には略記せず正式名で書く．
　雑誌の場合，誌名はイタリック体(赤下線)，巻数はゴシック体(赤波下線)とし，年号には(　)をつける．単行本の場合，書名には“　�ｪをつける．
　その他，以下の[例]を参照．
　著者自身の未印刷(投稿済)の研究の引用は望ましくないが，引用する場合は，「投稿中」と記し，著者名，投稿雑誌名を付記する．日化誌，欧文誌，速報誌に投稿中の場合は受理番号も併記する．
[例]　1)　この報文を“イタコン酸無水物の高度利用(第 2 報)�ｪとする．
　2)　前報(第 1 報)，木曽一基，佐藤　瓏，八代盛夫，高山俊雄，白石振作，日化，1994�霊�, 135.
　3)　大野弘幸，日向野正徳，日化，1992�霊�, 124.
　4)　R. Ueoka, Y. Matsumoto, R. A. Moss, S. Swarup, A.Sugii, K. Harada, J. Kikuchi, Y. Murakami, J. Am. Chem. Soc., 110����, 1588 (1988).
　5)　日本化学会編，“化学便覧(基礎編)�ｪ，改訂 4 版，丸善(1993), p. I-430.
　6)　緒方直哉編，渡辺正義，“導電性高分子�ｪ，講談社(1990), pp. 3049.
　7)　D. Perez-Bendito, M. Silva, ‘‘Kinetic Methods in Analytical Chemistry’’, John Wiley and Sons, Inc., New York (1988), p. 50.
　8)　J. W. Williams, Org. Synth., Coll. Vol. III, 626 (1955).
　9)　日本花子，日特開　平 8-12345 (1996).
 10)　東　二郎，高橋正男，第 28 回○○討論会講演要旨集，1995�霊�, 107.
6.　数値・数式
　6.1　数式は原則として  a b, a＋bc＋d のように書く．ただし文中に出てくるものは a/b, (a＋b)/(c＋d)のように書く．物理量はイタリック体にするので印刷指定用の赤下線を引く．上ツキ(�ｪ)，下ツキ(�ｪ)などの印刷指定用記号も朱記する．
　6.2　誤解されやすい文字，例えば c, k, o, p, s, u, z などの大文字と小文字の区別，あるいは o と 0, d と α, r と γ, k と κ, x と χ, w と ω などはっきり区別して朱記する．
7.　図，表の書き方
　7.1　図，表は 1 枚毎に A4 判白色の用紙を用いて書く．用紙の下右隅に著者名を記入する．
　7.2　図，表の挿入箇所を本文右側余白に指定する．
　7.3　図，表の題名・説明文はすべて英文とする．
　7.4　図の番号・題名・説明文はそれぞれの図に記載すると共に，全ての図の題名・説明文を Figure caption(s)として別紙にまとめて書く．
　7.5　表は Table 1, Table 2, ＼のように書く．本文中で表を引用する場合も Table 1, Table 2, ＼のように書く．
　7.6　図は Fig. 1, Fig. 2, ＼のように書く．本文中で図を引用する場合も，Fig. 1, Fig. 2, ＼のように書く．
　7.7　図は約 1/2(面積として 1/4)に縮尺されてそのまま印刷される．図中の数字，文字などの大きさ，線の太さなどはそのことを考慮して作成する(鉛筆書き，手書きなどのものは不可)．
　7.8　構造式，Scheme なども図と同じ要領で作成する．Scheme を本文中で引用する場合は，Scheme 1, Scheme 2, ＼のように書く．
　7.9　写真は A4 判白色の用紙に貼りつけて 2 部提出する．
　7.10　IR や NMR のチャートなどは，そのまま製版できるきれいな図を提出する．
　その他，不明の点は，最近の日本化学会誌の図，表を参照．
8.　英文要旨
　8.1　英文要旨は次の順序で 2 段送りに印字する(最近の日本化学会誌の各論文の最終ページを参考にする)．
　1)　論文題名
　2)　著者名
　3)　研究の行われた機関名(公式英名)，所在地および郵便番号(著者名および機関名の書きかたについては，2.5の注意書きを参照)．
　4)　要旨本文
　5)　大題名を特に必要とする場合はその題名
[例]�ｪ Studies on Allylation of Allyl Alcohol. Part 3.
　8.2　英文要旨は，その論文において著者が強調したい要点を含め，目的，方法，結果(重要な数値や図・表番号を入れる)を要約する．
　8.3　要旨本文の長さは，論文では200―300 語，ノートおよび速報では100 語程度とする．
9.　和文要旨
　9.1　論文には和文要旨を添付する(ノートおよび速報には不要)．
　9.2　和文要旨は，その論文の主旨が把握できるように，目的，方法，結果を要約し記述する．
　9.3　和文要旨の長さは500 字以内とする．
10.　投稿する前に次のことを確認して下さい．
　10.1　投稿カード(新投稿の時のみでよい)を 1 部添付してありますか．
　10.2　表紙，英文要旨，和文要旨(ノートおよび速報には不要)，本文，図，表がすべて各 2 部ずつありますか．
　10.3　速報原稿の場合には速報として掲載を希望する理由書を 2 部添付してありますか．
　10.4　著者校正の時，投稿原稿は著者に返送されません．原稿の* しを手もとにとってありますか．
　10.5　審査は副原稿で行われます．副原稿は見やすく，きれいにコピー(ただし* 真については電子コピーは不可)されていますか．

[見本 1 ]
--一 *  論 文--
第四級炭素を有する非対称テトラカルボン酸誘導体の合成と第一級アミンとの反応によるイミド環をもつアミドの生成1)

　木曽一基�ｪ・佐藤　瓏�ｪ�ｪ・八代盛夫�ｪ�ｪ�ｪ・
高山俊雄・白石振作＊

　　　東京大学生産技術研究所，106 東京都港区六本木7-22-1　　�ｪ 現在　ゼネラル石油株式会社中央研究所，210 川崎市川崎区浮島町6-1
　 �ｪ�ｪ 神奈川県工業試験所，236 横浜市金沢区昭和町3173
　�ｪ�ｪ�ｪ 現在　東京大学工学部，113 東京都文京区本郷7-3-1

注 1) 「化合物命名法」(補訂 5 版)は 1 冊頒価 500 円(送料 300 円* 加算)です．ご希望の方は日本化学会会員部宛，前金でお申し込み下さい．
注 2) 「物理化学で用いられる* ・単* ・記号」要約版は，1 冊頒価 200 円(送料 200 円* 加算)です．ご希望の方は日本化学会会員部宛，前金でお申し込み下さい．

