2018 年 3 月改訂

Fisheries Science 原稿チェックリスト
編集方針に関わる注意:
1. □ 連絡著者は 1 名のみ (ただし同等寄与の明示は認める。該当著者の研究への寄与度について書面による適切な説明を求
めることがある。)
2. □ 著者名および著者順の変更は認めない。やむを得ない理由で変更したい場合は，変更理由を説明した文書を提出し，担当
編集委員の許可を得ること。
3. □ 「日本海」は “the Sea of Japan” または “Japan Sea” と表記すること。韓国語の “East Sea” は使わない。
4. □ 主な章立ては Introduction, Materials and methods, Results, Discussion (, Acknowledgments), References 以外は認めない。
特に “Results and Discussion” または “Conclusion” などに変更しないこと。
5. □ 科学的根拠の弱い一般記事や報告書などをむやみに引用しないこと。
6. □ 修士論文や審査中の論文，ピアレビュー審査を経ていない講演要旨，新聞記事，ウェブ記事，ウェブサイト，ソフトウェア，電
子データおよびデータベースは文献リストには加えてはいけない。本文中にかっこ書きで引用する。
7. □ 本文では脚注は使わない。
8. □ 新規の塩基配列データはアクセッション番号も記述する。番号取得を確認するまでは，掲載は認めない。
9. □ 過去の出版物からの図表の引用には，キャプションや表脚注に出典を明記すること。また，使用に先立って著作権保
有者の許諾を得ておくこと。
10. □ Google Map を使った図は，Google の引用に関する規定に従って対応する。
著者情報・論文情報に関する注意:
11. □ Given name と family name は省略せずスペルアウトする。(Middle name はイニシャル可）
12. □ 英文アブストラクトは長すぎないこと（200 語以内）
。
13. □ 和文要旨は 250 字以内でまとめる(半角 2 字=全角 1 字に換算)。日本語タイトル，日本語表記の著者名，所属略称（参
考：日本水産学会が用いる機関名の略記 http://www.miyagi.kopas.co.jp/JSFS/PUBS/KITEI/kikan_new.html）も記述すること。
14. □ 英文タイトルページと和文アブストラクトで著者の名前や順番に相違がないこと。
文献に関する注意:
15. □ 引用は著者名と出版年の組み合わせ（Name-Year 制）になっていること（番号制は 84 巻より廃止）。本文中での複数文献
の引用は年代順にする。References リストはアルファベット順（著者が同じ場合はさらに年代順）に並べる。
参考： http://www.miyagi.kopas.co.jp/JSFS/COM/jsfs5/FS_Ref-S-Ins_J_20170919.docx

16. □ 日本水産学会誌の旧タイトル “Bull Japan Soc Sci Fish” は使わず， “Nippon Suisan Gakkaishi” で統一する。
17. □ 英語以外の言語で書かれた文献は，タイトルを英訳し，書誌情報の末尾に “(in …)” というように括弧付きでオリジナルの言
語の注を入れる。
18. □ 巻を通してページ番号が振られている文献については，号番号の記述は不要。
19. □ 5, 6 に示したように Reference リストには正規の出版物でないものを入れてはいけないが，権威ある機関の報告書はウェブ公
開の電子データも含めて文献として認める。URL または DOI の記載も可能とする。
体裁に関する注意:
20. □ キーワードは８個以内であること。
21. □ 学名は括弧やカンマで囲まれていないこと。
22. □ 生物の呼称は，英語以外の名称でも，アルファベットで表記されておりなおかつ英語以外の名称であることが記載されてい
れば認める。
23. □ 学名や変数，統計量はイタリック体で表記する。
24. □ 範囲を示す「から」の意味では “～” を使わない。
25. □ リットル単位は小文字のエル “l”，照度単位「ルクス」は “lx” を使う。
26. □ Electronic Supplementary Material ファイルには表紙を付けて，投稿誌名，論文タイトル，著者名と所属，連絡著者と電子メー
ルアドレスを記載すること。
図表に関する注意:
27. □ References リストの後に，Figure キャプションリストを付ける。
（Table タイトルはリストにせず，それぞれ対応す
る Table と一緒に表示する。
）
28. □ 複葉から成る図のラベルはアルファベット小文字で統一する (Fig. 1a, b, c)。
29. □ 見やすい図の作成を心掛ける。図中の文字は，小さすぎないこと。印刷したときに幅 2 mm 以上になるようにする。図や写真
の解像度は低すぎないこと。
30. □ Table タイトルは一文にまとめること。それ以上の説明が必要な場合は，表脚注として記載する。
31. □ カラー図についてはモノクロ印刷でも判別可能な状態であることを推奨する。カラー印刷でなければわからないよう
な図は，著者は自身が冊子や別刷を購入しない場合でも責任をもって 950 ユーロの費用を負担し，印刷版もカラー表
示にする。
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Fisheries Science format check list
Editorial policy:
1. □ The corresponding author should be only one person. (However, the journal accepts equal contributions of
multiple authors and allows to have an equal-contribution note presented in the title page. Authors might be
required to report the Editor about each author’s contribution in the work.)
2. □ No change of the members and the order of authors is acceptable. If necessary, authors are required to submit a
letter to the Editor with a sufficient explanation of the change to gain Editor’s approval.
3. □ No other name of “the Sea of Japan” or “Japan Sea” is acceptable. The Korean name “East Sea” is not used in the
journal.
4. □ Authors can’t change the default main section titles of Introduction, Materials and methods, Results, Discussion
(, Acknowledgments), and References. Any change such as “Results and Discussion” or “Conclusion” is not
acceptable.
5. □ Reports or articles not so much scientifically authentic should not be used as references.
6. □ Master thesis, manuscripts under review, abstracts of any academic meeting which were not reviewed by peers,
newspaper articles, online articles, website, software programs, electric data/databases, etc., are not allowed to
be included in the reference list. Presenting these non-authorised data is only acceptable in quotation in the text.
7. □ Do not use footnotes for the text part.
8. □ Any DNA base sequence cited in the manuscript has to be identified with its accession number of any DNA
sequence database. Until it is confirmed that the DNA base sequence appearing in the manuscript obtains the
accession number, the article cannot be accepted for the publication in the journal.
9. □ When citing or reusing any previously published material in a table or figure of the author’s submission, identify
the previous work as a reference. Author is required to obtain permission from the copyright holder of the
original work before the use.
10. □ Google map images should be appropriately used following Google’s instructions for its usage.
Manuscript information:
11. □ Authors' names presented in the title page should be spelt in full, except for middle name initials.
12. □ Prepare the abstract within approximately 200 words.
Citation and references:
13. □ Cite literature in the text by name and year in parentheses while the reference list entries should be
alphabetized by the last names of the first author of each work. If there are several references by the same
author(s), list them in chronological order.
ref: http://www.miyagi.kopas.co.jp/JSFS/COM/jsfs5/FS_Ref-S-Ins_E_20170919.docx

14. □ The journal title “Bull Japan Soc Sci Fish” should be changed to its successive journal title “Nippon Suisan
Gakkaishi”.
15. □ The citation information of a reference written in any language other than English should be presented with an
English-translated title, and a notation of its original language such as (in Japanese) should be added at the end
of the list.
16. □ The journal issue number is unnecessary unless the journal has separate page numbers in each issue.
17. □ Although un-authorised publications such are shown in 5 and 6 are not allowed to include in the reference list,
reports or records of established institutes can be added to the list including online data which can be cite with
URLs or DOIs.
Formatting:
18. □ Keywords should not exceed eight.
19. □ Species names should not be embraced with commas nor parentheses.
20. □ To present the local name of an animal is acceptable as far as it is presented in the phonetic alphabets with a
clear declaration that it is the local name.
21. □ Scientific names, variables, statistical factors should be italicized.
22. □ The symbol "~" should be used only for the meaning of "approximately" in the journal. A hyphen or en dash
should be used for the meaning of "(from ...) to".
23. □ The unit for “liter” should be “l” and the illuminance unit of lux should be “lx”.
24. □ An Electronic Supplementary Material file is required to be prepared with a title page presenting the journal
title, .paper title, author(s) name(s) and affiliation(s), corresponding author and email.
Figures and tables:
25. □ Provide a list of figure captions after the reference list. But table titles should not be presented in a list. Instead,
each table title should be presented with corresponding table and table footnote, if any.
26. □ Subdivisions of figures should be presented in lower cased alphabets, such as “Fig. 1a, b, c.”
27. □ Provide legible artworks for review and publication. Letters in figures should be larger than 2 mm in width in
the printed scale. Figures and photographs should be in the photocopy quality.
28. □ Table titles should be concisely presented in one sentence. Other explanation should be presented as footnotes
beneath the table.
29. □ Authors are required to prepare color artworks that are legible even in black and white prints. If it were
impossible, authors are responsible for paying 950 euros for color printing no matter which authors buy printed
copies or offprints.

