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1 投 稿 資 格

1.1 高分子論文集に投稿する者は，原則とし
て，高分子学会会員でなければならない．
会員外の共同研究者を含むことは差し支え
ない．

1.2 投稿論文は，著者全員の同意のもとに投
稿されなければならない．

2 論文の種類
2.1 投稿論文は原著論文，ノート，速報，総

合論文および総説の 5種類とする．

3 論文の定義

3.1 原著論文とは，オリジナルな研究に関す
る一つの独立した論文である．

3.2 ノートとは，断片的ではあっても，新し
い価値ある事実を含む論文で，著者あるい
は著者以外の既往の論文に対する補遺・意
見等も含まれる．

3.3 速報とは，独創的で重要な発見または結
論を含み，それを承認するに足るデータを
備え，他に優先して掲載する必要のある論
文である．その詳報は，後日，原著論文と
して投稿することができる．

3.4 総合論文とは，著者が最近発表した複数
の原著論文，特許，技術報告書を関連づ
け，一連の研究成果をまとめて執筆したも
のである．

3.5 総説とは，主題についての文献を集め，
体系的に整理，論述したものである．

4 論文の内容

4.1 投稿論文の内容は，高分子の科学・工学
に関する新しい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．

4.2 原著論文・ノート・速報は，新しい事実
を含み，未発表のものに限る．

4.3 総合論文・総説は，未発表のものに限
る．

5 原稿の長さ
5.1 論文の原稿の長さは別表に記載された通
りとする．

6 原稿の書き方

6.1 高分子論文集の本規定および執筆の手引

に従って，本文と要旨は，日本語で書き，
これに英文で書かれた要旨と図・写真・表
およびそれらの説明，グラフィカル・アブ
ストラクトの図 1枚を付ける．

6.2 文書で提出する場合は，本会所定の投稿
表紙を付ける．

6.3 原稿は，A4 判のサイズで，1 枚につき
1200字程度で作成する．

7 原稿の提出
7.1 原稿はオンライン投稿システムで受付け
る．

8 論文の受付，審査，変更，採否

8.1 オンライン投稿システムで原稿を受付け
た日を原稿受付日とする．

8.2 投稿された論文の分野は，高分子合成・
反応，高分子構造・高分子物性，機能性高
分子，生体高分子，および高分子工学のい
ずれか一つとする．著者は投稿時に希望す
る審査分野を申し出る．

8.3 編集委員会は，原稿の書き方が本規定お
よび執筆の手引に従っていないときは，著
者に修正などの変更を求めることができ
る．

8.4 編集委員会は，原稿の内容について審査
を行う．

8.5 編集委員会は，審査の結果，原稿の内容
について著者に加除・訂正等の変更を求め
ることができる．著者は，その変更を求め
られた場合は，必要な変更を行い，2ヶ月以
内に編集委員会に返送しなければならな
い．ただし，変更の結果，内容が旧原稿の
内容と著しく異なる場合は，編集委員会
は，この論文を新論文として扱うことがあ
る．

8.6 著者は，投稿原稿に対して，編集委員会
の承諾なしに変更を行ってはならない．

8.7 編集委員会は，審査の結果に基づき投稿
論文の採否を決定する．

8.8 編集委員会が投稿論文について掲載可と
認定した日を審査終了日とする．

9 著 者 校 正
9.1 著者校正を 1回行う．この際，印刷上の

誤り以外の字句の加除・訂正は，原則とし
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て認められない．
9.2 著者は，校正刷を受け取った後 3日以内
に返送しなければならない．この期限に遅
れた場合には著者校正による訂正が行われ
ないことがある．

10 論文掲載料

10.1 掲載された論文の著者は，論文掲載料を
支払わなくてはならない．

10.2 掲載料は別途定める．

11 別刷・論文PDFファイル
11.1 論文 PDFファイルは代表著者に提供され
る．

11.2 別刷は有料とし，別刷冊子の購入希望者
は，著者校正時に，校正刷とともに著者あ
て送付される所定の申込用紙に希望部数を
明示して申し込む．別刷料金は別途定め
る．

12 発行後の訂正
12.1 印刷上の誤り以外の訂正は原則として取

扱わない．ただし，著者から訂正の申出が
あり，編集委員会が適当と認めた場合に限

り，正誤表を掲載する．この場合，著者
は，その掲載に要する経費を負担するもの
とする．

13 データの提出
13.1 文書での原稿提出の場合，審査終了後，

電子データを提出する．英文査読終了後，
英文についての確認依頼の際，著者に送付
される電子データ作成要領に従う．

13.2 提出された電子データは，原則として返
却しない．

14 内容の責任

14.1 掲載論文の内容の責任は著者にあるもの
とする．

15 著 作 権
15.1 高分子論文集に掲載された論文の著作権

（既存の，もしくは将来発明・開発される
すべての媒体・手段によって公表・公開す
る権利ならびに翻訳権を含む）は，公益社
団法人高分子学会に帰属する．投稿者は，
その著作権の高分子学会への移転を了承
し，投稿表紙に明記する．

原稿の長さ

論文の種類 原 稿 枚 数* 和 文 要 旨 英 文 要 旨** KEY WORDS

原著論文 20枚以内 400字程度 150語程度 5語以内

ノ ー ト 8枚以内 不要 150語程度 5語以内

速　　報 5枚以内 不要 150語程度 5語以内

総合論文 45枚以内 400字程度 150語程度 10語以内

総　　説 制限なし 400字程度 150語程度 10語以内

* 原稿枚数は投稿表紙，本文，和文要旨，英文要旨，図・写真・表，およびその説明等，すべて
の原稿を含む．通常，原稿用紙 2枚弱が刷上り 1ページに相当する．
図および表の原稿枚数は合わせて本文の原稿枚数の 50％以内 (原著論文では 10枚以内) とする
ことが望ましい．

** 英文要旨は，得られた重要な結果と結論を，14ポイント，ダブルスペース，150語程度で表記

する．
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