
1．ま え が き

　過去，良い論文の書き方や書き方のコツに関する著書
や記事が多くあり，本会においても，いくつかの記事が
書かれている [1]～ [3]．それでもなお，同じテーマで
記事を書くことになったのは，このような話は 1回聞く
だけで十分というものではなく，何度聞いてもよいから
である．それに加えて，最近投稿される論文原稿を編集
現場で見ていて，とても気になることが出てきたためで
ある．不採録と判定される理由に，「書き方，議論の進め
方が不明確」という原稿の数が多くなってきている．特
に筆頭著者が学生や若手の研究者である投稿論文にこの
傾向が強く見られる．もちろん，これらの論文は，学生
や若手の研究者だけで執筆されているのではなく，ほと
んどが指導者である教員や上司との連名の論文である．
この場合，原稿の添削や校閲は，連名としての責任をも
つ指導教員や上司が必ず行っているはずである．しかし，
それぞれの分野で著名な指導教員や上司である研究者が
指導され，添削されたはずの原稿が，採録のレベルに達
していないことが多いのも現状である．
　その原因としては，昨今，論文を指導する教員も研究
者も非常に多忙であり，学生や部下の原稿の添削にそれ
ほど多くの時間をかけられないことが考えられる．この
問題を解決するためには，指導教員や上司にできるだけ
時間をとって原稿を見て頂き，丁寧に論文修正の指導を
する努力をお願いすることが第一義的だと考えるが，現
実的にはこれによる劇的な改善は難しいと思われる．そ
れならば，短時間の指導教員や上司の添削や校閲の中で，
いかに良い論文に仕上げるかがポイントとなる．短時間
で良い論文を仕上げるには，学生や若手研究者自身が最
初に見て頂く原稿（初稿）のレベルを上げ，指導教員や上
司の修正コメントが逐一かつ詳細なものでなくても，ポ

イントを理解して良い原稿へと修正するスキルをある程
度身に付けることが必要となる．
　我々二人は，本会の通信ソサイエティ和文論文誌の前
編集委員長，現編集委員長，更にそれ以前には，副編集
委員長や編集委員，査読委員として，実際に論文誌編集
の業務にある程度の期間，深くかかわってきた．この経
験をもとに，論文を書くときにどんな点に気を付けなけ
ればならないか，不採録論文の問題点を反面教師として
述べることにする．

2．論文の採否判定までのプロセス

　具体的な内容に入る前に，まず通信ソサイエティ和文
論文誌の編集委員会において，投稿された論文がどのよ
うなプロセスを経て採否が決定されるかを知っておくこ
とが重要である．図 1に，論文（フルペーパー）の採否判
定までのプロセスをフローで示す．この図を参照しなが
ら，以下を読み進めて頂きたい． 

　学会の事務局が著者からの論文投稿を受け付けると，
まず論文投稿や論文査読の経験が豊かな人によって構成
される複数の「編集委員」の中から，投稿された論文の分
野に最もふさわしい 1名の委員が担当編集委員として選
出される．次に担当編集委員は，論文の中身を見てこの
論文査読に最もふさわしい 2名の査読委員（大卒後 5年
以上かつ 2件以上の掲載論文があることの基準を満足す
る方々で構成されている）を選び，論文査読を依頼する．
　依頼された査読委員は，投稿論文を実際に査読する．
査読委員は，査読結果として，「採録」，「条件付き採録」，
「不採録」のいずれかの判定をするが，その観点としては，
「新規性」，「有効性」，「信頼性」，「了解性」の四つがある
[4]．
　この査読結果が 2名の査読委員から提出されると，編
集委員の出番となる．担当編集委員は，2名の査読結果
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をもとに判定案を作り，編集委員会で審議をすることに
なる．和文論文誌の編集委員会は，ほぼ毎月開催されて
おり，その場で採否の決定を行っている．編集委員会の
場では，編集委員から提案された判定案に対し，できる
だけ採録として取り上げていくことを基本として他の委
員と十分な議論を行う．その上で最終的な判定結果を出
すのであるが，不採録とする場合はその理由について，
また条件付き採録とする場合は採録の条件について，そ
の書き方を含め，時間をかけて慎重に議論を行っている．
ただし，編集作業の迅速化のため，2名の査読委員の意
見が一致し，編集委員から見て問題がない査読結果であ
る場合は，編集委員会の場での議論を経ずに，判定結果
を出すことを可能としている．この場合にも，不採録と
する場合は，委員長，副委員長を交えた意見交換を十分
行ってから，判定結果を出すこととしている．
　採録，不採録の場合は，この段階で終了であるが，条
件付き採録の場合は，著者に採録の条件を提示し，60

日の期限付きで原稿の修正を求めることになる．著者は，
この採録条件を満足するように原稿の修正を行い，学会

事務局に修正原稿を提出する．この修正原稿は，先の担
当編集委員を経由して，同一の査読委員に送られ，再度
の査読が行われる．修正原稿に対する査読委員の評価す
るポイントは，ただ一つ「採録の条件」を満足しているか
どうかである．両査読委員とも採録判定であり，担当編
集委員も同意見である場合は直ちに採録となる．一方，
両査読委員の意見が分かれた場合や両査読委員とも不採
録の場合は，再度，編集委員会で審議し，最終判定を行
うことになる．
　以上が，投稿された論文が採否判定されるまでのプロ
セスである．3.で，四つの査読の観点を「理論実験論文」，
「システム開発・ソフトウェア開発論文」，「サーベイ論文」
の種別ごとに説明した後， 4.で，上記のプロセスの中で，
不採録と判定される論文原稿とはどのようなものかを見
ていく．

3．論文査読の四つの観点

　前章で述べたように，論文の査読は新規性，有効性，
信頼性，了解性の四つの観点から行われる（図 2参照）．
これは「理論実験論文」，「システム開発・ソフトウェア開
発論文」，「サーベイ論文」のどれに対しても基本的には同
じであるが，それぞれの特徴を生かすために異なるとこ
ろも若干ある．それゆえ，まずは自分の投稿論文が上記
三つのどのカテゴリーに属するのかを見極める必要があ
る．以下，四つの観点を「理論実験論文」を基本として説
明し，「システム開発・ソフトウェア開発論文」，「サーベ
イ論文」については追記する形で述べることにする．
　3.1　新規性とは
　新規性は，提案されている内容が従来にない新しいも
のであるかどうかの観点で，具体的には優先性（Priority）
と独創性（Originality）の二つからなる．問題を先に発表
しているものに優先性があり，それ以上に新しい発展が
あれば，その部分に独創性が認められる．独創性が認め
られれば，優先性があるかどうかは，さほど重要ではな
い．ただし，優先性が他者の論文にある場合は，その論
文を参考文献に挙げるなどして何らかの形で触れなくて

図 1　論文採否判定までのプロセスフロー
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はいけない．
　独創性に関しては，論文内容が既知のことから容易に
導き得ることである場合には，独創性が低いと判断され
る．したがって，独創性を主張する場合は，提案してい
る内容と従来のものとの違いがどこにあるのかを明確に
することが重要である．
　システム開発・ソフトウェア開発論文では，既存の技
術の組合せによる開発であることがあるが，そのような
場合は，なぜあるいは何をねらって組み合わせたのかの
理由も新規性の対象となり得る．
　更に，サーベイ論文では，新しい見地に立ってまとめ
られていることが大切で，新しい系統立てでもよいし，
新しい研究の触発でもよい．
　5.，6.でも述べるが，過去の関連論文をしっかり調
査し，自分の研究を，だれのものでもない「自分のもの」
とすることが新規性の点で重要である．
　3.2　有効性とは
　有効性は，論文の内容が学術や産業の発展に何らかの
意味で役立つものであるかどうかの観点である．すなわ
ち，提案方式により得られる結果が当該分野に対して高
く貢献するかどうかであり，従来方式がある場合は，そ
れと比べて優れた効果が得られるものであるかを判断す
る．したがって，論文の書き方としては，内容のどの部
分（例えば提案方式）が何に対して役に立つのかを，明確
に主張しているかがポイントとなる．なお，有効性が高
い場合は，新規性はさほど高くなくても採録の対象とな
る [4]．
　システム開発・ソフトウェア開発論文では，開発した
結果が従来のものと比べて総合的あるいは部分的にでも
優れていれば有効性があると判断される．また，開発し
た結果が別のシステムにも応用可能であれば，この場合
にも有効性が認められる．サーベイ論文では，対象とす
る技術について，必要なものを最新のものまで網羅して
おり，“特定のものに偏っていない”ことが有効性におい
て重要となる．　　　

　3.3　信頼性とは
　信頼性は，論文の内容が読者から見て信頼のおけるも
のかどうかの観点である．すなわち，信頼性は，論文の
論旨の正しさを示すものであり，有効性を裏づけるため
に信頼できる評価データを示すことでもある．したがっ
て，結論を導く過程において読者の納得できる根拠が示
されていて，かつ論旨が通っているかどうかが重要なポ
イントとなる．
　システム開発・ソフトウェア開発論文では，他のシス
テムにも応用可能であるように記述してあり，その根拠
が正当であれば，有効性・汎用性が向上すると同時に，
内容の信頼性につながる．
　また，サーベイ論文では，根拠となる参考文献等が有
効で信頼性があり，かつ網羅的であれば信頼性があると
判断される．
　3.4　了解性とは
　了解性は，文字どおり，読者にとって分かりやすい文
章で書かれているかどうかの観点で，論旨の展開が十分
理解しやすく，順序立てて明瞭に記述してあるかを判断
する．了解性は，昨今の推敲不足論文の投稿増加が原因
で追加された査読の観点である．文章の問題であるので，
共著者同士で読み合わせるとか，同僚に読んでもらって
意見を求めるなどして，しっかり推敲することで十分，
了解性を向上させることができる．また，図表について
も，本文の説明がなくても分かるように，最小限の説明
が必要である．

4．不採録となった論文の不採録理由とは？

　過去 2年間で，通信ソサイエティ和文論文誌では，論
文とレターを合わせて，年間約 100編程度が不採録と
なっている（ただし，特集号を含まない）．不採録となる
には，それなりの理由があるわけであるが，編集委員会
では，図 3に示すように，不採録理由を 10種類に分類し，
判定の際はもちろんのこと，判定結果が出た場合は，著
者にも連絡をしている．図 4に，2年間の約 200 編の不
採録論文の不採録理由（番号）を累積し，全体の数で正規
化した分布図を示す．論文によっては，不採録理由が複
数にわたるものもあるため，この割合が論文の問題を単
独で示しているわけではない．しかし，問題点としての
傾向は読み取ることが可能と考えられる．
　図 4を見ると，理由番号として最も多く付与されてい
るのは，7番の「内容が信頼できるような根拠が示され
ていないと考えられます」で，全体の 21.3%である．つ
まり，論文を評価する四つの観点のうち，信頼性が低い
ことが原因で不採録になる論文が最も多いということで
ある． 

　次に不採録理由として多いのが，5番の「書き方，議
論の進め方などに不明確なところが多いため，内容の把
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握が困難であり，新規性や有効性の判断に至りません」
で，19.7%と高い値である．3位は 6番の「新規性や有
効性の点で会員の参考になる部分もありますが，このま
までは書き方，議論の進め方などに不明確なところが多
く，的確に内容を把握することが困難と考えられます」
であり，内容的には極めて 2位の理由に類似している．
この二つは，いわゆる文章表現のまずさをいっており，
そのまずさゆえに内容の理解が困難な原稿となっている
ことを示している．2位の 5番と 3位の 6番の差は，文

章のまずさのレベルの差であり， 5番の方が，極めて分
かりにくく，新規性や有効性が把握できないほど了解性
の低い文章であることを示している． 6番は，それより
少しは良くて，新規性や有効性は何となくは伝わるが，
それでも著者が主張したい点は正確には伝わってこない
レベルである．
　2位と 3位で約 35%であり，不採録となる論文の 1/3

は，要は文章が 拙
つたな

 いことが原因である．これは，1.の
「まえがき」でも述べたように，学生や若手研究が筆頭著
者として書かれた論文原稿が，指導教員や上司の研究者
の添削指導を受けて修正したにもかかわらず，期待され
るレベルに達していないことを示している．この原因と
しては，添削を受ける前の原稿があまりにもまずく，添
削を受けても一定のレベルに達しなかったのか，添削指
導をする指導教員や上司があまりに多忙で十分な添削指
導ができなかったのか，十分な添削指導を受けたが，そ
の意図を反映したものに修正ができなかったのか，等が
考えられる．添削指導を受ける立場から見ると，初稿の
段階である程度のレベルの記述になっていれば，たとえ
指導教員や上司が多忙であっても，短時間の添削指導で
十分な修正が行えることが期待される．また，どう修正
すれば良い原稿になるかのポイントを理解していれば，
たとえ自分では最初からそのように書けなくても，添削
指導を受けた後には良い原稿に修正することが可能と考
えられる．
　以上の点を考慮して，次章では，初稿の記述レベルを
向上させるため，また添削指導のコメントを受けて良い
原稿に修正するためには，どういう記述のものが悪く，
また，どう修正すれば良いかを，具体例を用いて説明す
ることにする．

5．良くない論文の例

　4.で，不採録論文に付与されることの多い理由番号
は 5，6，7であることを述べた．それに加えて，3番と
8番も多いことが図 4から分かる．3番は新規性が極め
て低いために付けられるもの，8番は条件付き採録とし
ても 1回の修正でクリアされないだろうという判断か
ら，通常，他の主たる理由番号と一緒に付与されるもの
である．
　本章では，特に不採録理由番号 3，5，6，7がなぜ付
けられてしまうのかを具体的な例でもって説明する．
　5.1　不採録理由番号 3を付けられる論文の例
　図 5に新規性の乏しさを指摘される場合の例を示す．
この番号を付けられる論文の多くは，過去の研究動向に
関する調査不足であるといえる．また，この番号を付け
られる場合には既発表論文等が不採録通知に示されるこ
とになっている．3.で新規性について説明をしたが，
過去の関連論文の調査をしっかり行った上で，それらと

図 3　不採録理由番号

【不採録理由番号選択肢】

（　）1＝ 本会としては論文誌の扱う内容を幅広く考えてはお
りますが，貴論文は本会の分野外と考えられます．

（　）2＝本質的な点で誤りがあると考えられます．
（　）3＝ 内容の本質的な点が公知・既発表のものに含まれて

おり，新規性は少ないと考えられます．
（　）4＝ 本会関連の学術や技術の発展において貴論文の有効

性は少ないと考えられます．
（　）5＝ 書き方，議論の進め方などに不明確なところが多い

ため，内容の把握が困難であり，新規性や有効性の
判断に至りません．（十分に推敲の上，あらためて
投稿して下さい）

（　）6＝ 新規性や有効性の点で会員の参考になる部分もあり
ますが，このままでは書き方，議論の進め方などに
不明確なところが多く，的確に内容を把握すること
が困難と考えられます．（十分に推敲の上，あらた
めて投稿して下さい）

（　）7＝ 内容が信頼できるような根拠が示されていないと考
えられます．（再考の上，あらためて投稿して下さ
い）

（　）8＝ 大幅な修正が必要であるので，採録の条件を示して
も１回の修正で採録レベルに達するのは極めて困
難と考えられます．（適切に修正を行い，あらため
て投稿して下さい）

（　）9＝ 条件付き採録で示した採録の条件が満たされていな
いと考えられます．（再考の上，あらためて投稿し
て下さい）

（　）10＝その他

図 4　過去 2年間の不採録論文の不採録理由
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不採録理由番号
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図 6　論文の体裁が整っていない例（校正不足）

通常，方位の

○○○○法などの長分解能到来方向推定法では，移動通信環境で
の方位推定など，様々な分野で応用されている．実測においては，
アレーの校正が不可欠である．本研究では，重み付けを導入し，
従来法との比較検討を行った．

例

校正をしっかり
してね

超

従来のアレーアンテナの校正法にアンテナ

図 5　新規性が乏しい場合の例

本当にそうであるか確認を！

○○○に関する検討はいまだされていない．それゆえ，本論文
は○○○に関する検討を行い，その特徴を明らかにする．

例

これまでにも△△△についての提案がされている
が，それとの違いはどこにあるのか？

近年，○○○が注目されている．本論文では○○○における△
△△を提案し，計算機シミュレーションにより提案法の有用性を
示す．

例

論文調査は
十分かな？

自分の研究とはどこが違うのか，差異をしっかり主張す
る必要がある． 

　5.2　不採録理由番号 5または 6を付けられる論文の例
　理由番号 5と 6はともに議論の進め方の不明確さが原
因である．4.でも述べたように，両者の違いは，新規
性または有効性が多少なりともあると判断される場合は
6番，そうでない場合は 5番となることである．したがっ
て，5番と 6番については一緒に説明する．

　
論文の体裁が整っていない！

　まず，5番や 6番が付与される論文は，基本的な起承
転結の論文構成がとれていないことが多い．それに加え
て，図 6に示すように字句の間違いや校正不足の論文も

多く目にする． 

　また，投稿のしおり [4]には論文は刷り上がり 8頁，
レターは刷り上がり 2頁が標準とされている．同様の説
明を繰り返すような，冗長で不必要に頁数の多い論文も
増えているので，頁数についても標準頁数と照らし合わ
せて適切かどうかチェックすることが必要である．それ
から，「きれいである」というような主観的表現や，「徐々
に増やしていくと」というようなあいまい表現を使って
しまうと，著者の主張が正確に読者に伝わらないので，
注意が必要である．

　
用語や記号の定義がされていない！

　これは，用語，記号の説明が不十分，あるいは統一が
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図 7　用語，定義がされていない例

“成功率” はどのように定義されている
のか？

“CDE”とは何か？ちゃんと定義する
こと！

○○○推定の成功率を図５に示す．また，○○○推定における
CDEの値を表２に示す．

例

用語，記号の定義は
忘れずに！

本論文では，“．．．．．である”という前提条件のもとで，○○○
のための新しい方式を提案する．
　．．．．
このときの温度上昇率は以下の式で表される．
　　△△△＝○○．．．．．．
　．．．．
表 3の条件のもとで計算機シミュレーションを行った結果を
図 6に示す．

図 9　信頼性が乏しい場合の例

この前提条件は妥当か？例

この式は，どのように導出
されたものか？

信頼性には
根拠が大切よ！

この条件だけで十分か？

(句点 )

図 8　文章が長すぎて分かりづらい例

長すぎる文章は
ダメよ！

例

この方式を適用し ,○○○の△△△側に対称に二つの□□□を設けた
場合，□□□へのインピーダンス整合のため，□□□の○○○内部
への延長の距離が必要となる一方，対向する△△△から延びる□□
□延長部の長さは○○○の×××寸法の半分以下と限られているため，
十分なインピーダンスの整合がとれないので，この方式の適用が困
難である．

．(句点 )
それゆえ．(句点 )
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とれていない場合である．図 7は用語や定義がしっかり
されていない例である．定義がされていないと論文内容
の正しい把握は不可能であるし，記号等が二重に定義さ
れて複数の意味をもってしまうと，どちらの意味かが判
断できない．普段，研究室や職場で使っている用語や記
号は周知と思い込み未定義で使ってしまいがちである．
これは，論文内容の不明確さの極まりともいえるので注
意して頂きたい．

　
文章が長すぎて，論旨が分かりづらい！

　図 8に文章が長すぎて論旨がわかりづらい例を示す．
形容詞や副詞が何を修飾しているのか分からなかった
り，一つの文章で主語と述語の対応がはっきりしなかっ
たりする．また，いつの間にか主語が変わっていたり，
能動態であるべきところが受動態であったり，「あの」，
「その」，「この」，「これ」，「あれ」などが何を指しているの
か分かりづらいこともある．このようなことは長い文章
のときに多く見受けられるので，十分注意をして頂きた
い．
　5.3　不採録理由番号 7を付けられる論文の例
　これは，とにもかくにも論旨展開を支える根拠が示さ
れていない，あるいは不足している場合である．また，
検討不足・考察不足が原因で信頼性が低くなる場合もあ
る．図 9に信頼性が乏しい例を示しながら，具体的にい
くつかを挙げる．
　・  論文の結論を導き出すための前提に対する根拠が

不足している．すなわち，その前提となる事実が
どのような根拠でいえるのか不明である．時には
前提条件が非現実的な場合もある．

　・  数式の提示などにおいて，導出の前提や仮定の説
明がなかったり，不足していたりする．また，そ
の前提や仮定をおく根拠が十分ではない．

　・  数値計算の方法や過程が示されていない．
　・  計算機シミュレーションや実験による評価などで，

結果を左右する主要な条件が提示されていない．
また，シミュレーション結果や実験結果からどの
ようにして結論が導き出されるのか，論理的な説
明が不足している．

　・  検討にあたって，シミュレーション項目や実験項
目そのものが不足している． 

6．良い論文へのアドバイス

　既に不採録理由や良くない論文の例を示してきたの
で，それらの点を注意することが，良い論文になるコツ
といえる．本章では，3.，5.で述べたことに加えて大
切だと思われる点について，新規性，有効性，信頼性，

了解性の四つの観点からまとめる．
　新規性　　論文で着目しているテーマに関する背景
（既存の研究内容）の概要が分かりやすく書かれているか
確認をすることが重要である．その上で，論文のポイン
トやターゲットを明確にしているかチェックすることが
大切である．
　有規性　　既存の研究内容や既存の提案内容との比較
結果が定量的に示されているかを確認することが大切で
ある．更に提案内容の優位点や欠点を述べているか，提
案方法等の適用領域を述べているかどうかをチェックし
なければならない．本来有効性を示すために評価すべき
項目が評価されずに，直接関係のない（多分評価しやす
い）別の項目が評価されている場合もあるので，注意が
必要である．
　信頼性　　導き出される結論に対して「なぜそういえ
るのか」と常に考えながら，必要と思われる根拠説明を
しっかり行うことが大切である．
　了解性　　一つの文章を長すぎないようにすることが
基本である．どの文章も修飾語（枝葉）を取り除いていく
と，最後には主語と述語が残るはずである．文章ごとに，
その主語と述語の対応関係が合っているかどうかを丹念
にチェックすることを勧める．文章と文章をつなげる際
には，「そして」，「更に」，「しかし」，「一方」などの接続詞を
適切に使うことが了解性を上げる重要なポイントとな
る．また，まとまった内容ごとに段落とすることが大切
である．本来，あまり重要でない箇所が長く冗長に書か
れている論文も見受けられる．特に従来研究についての
記述は長くなりすぎるきらいがあるので，十分注意が必
要である．それから，「まえがき」と「むすび」を読むだけ
で全体がある程度把握できるようにすることが重要であ
る．
　記号や用語関係では，論文で使用されている記号の定
義はすべて間違いなく行っているかどうか，用語の説明
も読者層を想定して必要に応じ行っているかどうかを
しっかりチェックすることが大切である．用語の説明に
ついては，本文中で説明ができない場合，参考文献を引
用し，その文献の参照を促すようにするのもよい．
　了解性が低いと，論文の信頼性低下にもつながる．ま
た新規性，有効性があったとしても不明確になってしま
うので，常に了解性を高める心がけが大切である．

7．む　す　び

　学生や若手研究者に向けて，できるだけ分かりやすく，
論文作成における問題点を反面教師として改善点をまと
めたつもりである．ただ，すべての問題を洗い出すこと
は不可能であり，それぞれの問題はケース・バイ・ケー
スのところもあるため，なかなか一般論としては書きき
れないところがある．これについては，御容赦願いたい．
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本記事の内容は，まだ論文投稿を経験したことのない方
にとっては，あまりピンとこない点もいくつかあったか
もしれない．しかし，近い将来，論文を書くときに，再
度，本記事に目を通して頂きたい．そのときには，理解
できる点も多いと思われる．
　本記事では，論文の質を向上させるスキルについて説
明してきたが，それとともに，執筆のスケジュール管理
やモラルも重要である．一般論文の場合は締切がないた
め，ずるずると延びてしまい，せっかくの成果も投稿の
タイミングを失してしまうおそれがある．自分で締切を
設定し，それに従ってスケジューリングして進めていく
のが肝要である．一方，特集号の論文の場合には，投稿
の締切があり，全体のスケジュールが確定しているので，
スケジュールは厳守である．一般論文でも条件付き採録
になった場合には，修正原稿の提出期限が決められてい
る．この場合も期限を守れないと不採録になるので，修
正が期限内で終わるように十分注意して進める必要があ
る．また，複数の論文誌に同一原稿を投稿する二重投稿
や，著作権等に関する投稿者のモラルが問題になる場合
が増えてきている．この点については，本会でも他の学
会同様 [5]，厳しい罰則を規定しているので注意頂きた
い [4]．
　とにかく，まずは論文を書き始めて頂きたい．特に学
生や若手研究者の研究成果は，期待されるところが大き
いからである．ただ，誤解しないでほしいのは，論文を
書くことは確かに業績として評価されるが，それが主目
的ではないことである．論文を書く目的は，自分の研究
成果を他の研究者や読者に理解してもらい，それをベー
スに次の研究へと発展させるための情報提供であること
が第一義であると考える．自分の研究成果を埋もれさせ
ないため，また，広く自分の研究成果を他の研究者や読
者に理解してもらうため，積極的に論文投稿をして頂き
たい．この記事がそのときに，少しでも皆さんのお役に
立てれば幸いである．

　文　　献
 [1]  酒井善則，“査読者からみたよい論文の書き方，”信学

誌，vol. 77, no. 12，pp. 1269─1271，Dec. 1994．
 [2]  岩間一雄，“却下されにくい論文を書く，”情報・システ

ムソサイティ誌，vo. 11，no. 2，pp. 20─21，2007.

 [3]  西原明法，“論文誌編集委員長が教える論文の執筆と発
表のヒント，”東京支部学生会講演会，Oct. 1999.

 [4]  電子情報通信学会 通信ソサイエティ和文論文誌「投稿
のしおり」http://www.ieice.org/jpn/shiori/cs_mokuji. 

html

 [5]  T. S. Bird,“Editorial stamping out duplicate 

submission,”IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 55, 

no. 1, pp. 2─3, Jan. 2007.

 （平成 19年 9月 28日受付，11月 12日再受付）

新津　善弘（正員）
▶昭 51東北大・工・電気卒．昭 53同大
大学院情報工学専攻修士課程了．同年日本
電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社．
平 15芝浦工大教授，現在に至る．博士（工
学）．加入者網構成法，ＭＭＩ高度化，仕
様記述・検証，通信ソフトウェア自動生成
の研究開発，コンテクストアウェア，セン
サネットワーク構成法の研究に従事．平

13から平 15まで本会和文論文誌 B編集委員，平 15から平 17ま
で同編集副委員長，平 17から平 19まで同編集委員長．IEEEシ
ニア会員．

菊間　信良（正員）
▶昭 57名工大・工・電子卒．昭 62京大
大学院博士課程了．同年同大助手．昭 63
名工大助手，平 2同講師，平 4同助教授，
平 13同教授，現在に至る．工博．アダプ
ティブアレー，到来方向推定，多重波伝搬
解析，電磁界理論の研究に従事．第 4回電
気通信普及財団賞受賞．平 18本会論文賞
受賞．平 13から平 17まで本会和文論文

誌 B編集委員，平 17から平 19まで同副編集委員長，平 19から
同編集委員長．著書「アレーアンテナによる適応信号処理」，「アダ
プティブアンテナ技術」など．IEEEシニア会員．


