（重要なお知らせ）
Animal Science Journal 電子投稿・審査システムの開始について
 ２００９年１月１日から Animal Science Journal（ASJ）の論文の投稿と審査に，電子（オンライ
ン）投稿・審査システム（Manuscript Central

TM:

MC）を採用致します．そのため，これまでの投

稿規程とは異なった方法で論文をご準備いただき，投稿していただくことになります．２００８年
１２月１５日以降，ASJ のホームページ（HP）から MC に準拠した Instructions for Authors（ASJ
の HP 上の Author Guideline）の閲覧を可能にする予定です．また、ASJ の HP からはオンライン
投稿の Manuscript Sample もダウンロードできるようになりますので，そちらも参考にして下さい．
なお、
「ASJ 投稿規程」
，
「ASJ 論文投稿の手引き」は現在改訂中で，１月２６日以降に日本畜産学会
の HP にアップロードし，２月２５日発行予定の（社）日本畜産学会報に掲載する予定です．さらに
日本畜産学会報も 4 月中旬を目処に J-STAGE からのオンライン投稿・審査システムに移行する予定
です．詳細が決まり次第，改めてお伝え致します．
 以下の手順に従って投稿論文を準備して下さい．
＊ASJ の投稿受付は１２月までは従来通り郵送ですが，1 月１日以降は一斉に MC からのオンライン
投稿のみの受付に移行しますのでくれぐれも御注意下さい．

オンライン投稿手順
1. ファイルの準備
 オンライン投稿をするために，以下の通り，論文を①本文（論文本体：Main doc.）
，②図（Figure）
，
③表（Table）
，④使用権許諾書（Exclusive License Form）
，⑤和文抄録（Japanese Abstract; Japanese
only）の５つに分けて用意して下さい．
① 本文（論文本体：Main doc.）
（TOPPAGE から REFERENCES，FIGURELEGENDS まで TEXT を含んだフ
ァイル）
  ファイルはマイクロソフト社の Word97~2003 で作成して下さい．Word2007/2008 を使用する場
合は，Word97~2003 互換（拡張子.doc）で保存して下さい．フォントは標準的なもの（Times,
Century,Helvetica,Symbol など）を使用して下さい．全角フォントは使用しないで下さい．
② 図（Figure）
  図は，１つのイメージについて１つのファイルを用意し，TIF,EPS,PowerPoint97~2003（拡
張子.ppt のみ）,JPEG のフォーマットで保存したものを準備して下さい．写真は TIF ファイルが
望ましいのですが，JPEG の画像であれば TIF に変換せずにそのまま使用して下さい．PDF の使用
は避けて下さい．
  最後に MC 上にアップロードされる PDF 及び HTML で図の鮮明度をご確認下さい．なお，FIGURE
LEGENDSは論文本体へ含めて下さい．
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[印刷用の図（写真）について]
 印刷原稿に必要な図表の解像度は，掲載時のサイズ（カラム幅 82mm/中間幅 110ｍｍ / フ
ルテキスト幅170mm）で，解像度は少なくとも 300dpi が必要です．粗い写真を使って解像度の数字
だけを上げたものや解像度が高くてもサイズの小さいものでは，図の鮮明度を上げることができませ
ん．カラー図版は，審査用 PDF ファイルでは RGB モードで表示されます．原図を RGB で作成した場合
には，そのままご使用下さい．なお，印刷時にはカラー図版が CMYK(Cyan-Magenta-Yellow-Black)モ
ードに変換され，この際に原図の色彩が正確に再現されない場合があります．この場合には，論文受
理後に著者に CMYK フォーマットの図版を再提出していただくことになります．
③ 表(Table)
  マイクロソフト社の Excel97~2003（拡張子.xls のみ）での作成を推奨しています．表の数だけ
ファイルをご用意いただき，必ず表が 1 シート目に表示されるように作成して下さい．
  またやむをえず，
Excel で作成した表を Word に読み込む場合は，
図として貼り付けるのではなく，
Excel ファイルを挿入する形をとって下さい．後の修正ができずに改めてファイルを提出してい
ただくことになる場合があります．
④ 使用権許諾書（Exclusive License Form）
  出版に際し提出が必要なフォームです。内容をご確認いただきご署名のうえ，MC 上にアップロ
ードいただくか、編集事務局までファックスあるいは郵送にてご提出下さい．
⑤ 和文抄録（Japanese Abstract; Japanese only）
  日本人著者は，和文抄録を作成して下さい．和文抄録は Word で作成し，PDF ファイルフォーマッ
トで保存したファイルを用意して下さい．
2. ファイル名
  ファイルには以下のように名前を付けて下さい．以下 “Author” は，第一著者の姓になります．
  ①論文本体（Main doc.）
： Author.doc
  ②図（Figure）
： Author Fig1.tiff（拡張子は例です）
  ③表（Table）
： Author Table1.xls
  ④使用権許諾書（Exclusive License Form）
： Author_elf.pdf
  ⑤和文抄録： Author Abst J.pdf
  ＊カバーレター： Author Cov.doc
 （カバーレターには論文内容のアピール，速報とする場合の理由などを記載し，論文本体とは別に
コメント欄に直接入力いただくか、カバーレターファイルをアップロードして下さい）
3. ファイルのサイズ
 アップロードするファイルのサイズは全てのファイルの合計で 100 MB 以下として下さい．
4. 投稿の手順
① 日本畜産学会、 WILEY-BLACKWELL の HP から ASJ の Submit an article（MC サイト）に
アクセスして下さい．
*来年１月１日からアクセス・投稿可能になります．
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  初めて投稿する際にはユーザーアカウントの登録が必要となります．登録したアカウントは，次
回の投稿時にも利用できます．
② ログイン画面の「CreateAccount」をクリックして「登録画面」に進んで下さい．登録パスワー
ドは，半角英数字 8 文字以上，ただし必ず数字を 2 文字以上含むように設定して下さい．このパ
スワードは，いつでも変更することができます．
③ ログイン後，
「AuthorCenter」をクリックすると，投稿者専用の画面になります．新規投稿の場
合には，
「Clickheretosubmitanewmanuscript」をクリックすると「投稿画面」が開きます．
画面の指示に従って必要事項を記入し，また先に作成された５つのパート（①論文本体，②図，
③表，④使用権許諾書，⑤和文抄録）をアップロード（送信）して下さい．アップロードしたそ
れぞれのファイルは MC によって自動的にまとめられ，PDF 及び HTML が作成されます．これが確
認用のファイルです．投稿論文の審査にはこの PDF もしくは HTML が使用されますので，必ず PDF
及び HTML 内の文字化け，画像の鮮明度等をご確認下さい．また，Excel で表を作成された場合に，
プリント範囲の設定を忘れずにお願いします（PDF 化した時に，表の一部が切れてしまうことが
あります．
）
④ PDF 及び HTML のご確認後，
「Submit」をクリックすると論文が投稿されます．投稿が完了すると
投稿受付のメールが届きますのでご確認下さい．このメールが届かない場合には何らかの問題の
ために投稿受付が完了しておりませんので，編集事務局までお問い合わせ下さい．
5. 論文審査の手順
 審査の手順は従来と同じです．投稿時に選択した審査区分の担当編集委員が審査員を選定します．
審査も全てこの MC で行われます．審査結果は担当編集委員を介して編集委員長に報告され，最終的
な判定がなされます．
6. 論文審査結果の通知
 論文の審査結果は，
・Accept
・Minor Revision
・Major Revision
・Revise & Resubmit
・Reject & Resubmit
・Reject
の 6 段階で，メールにて Submitting author のメールアドレス宛てに通知されます．なお，この通
知メールには審査コメントが添付されます．論文の修正を求められている場合にはそのコメントを参
考に修正して下さい．

2008 年 11 月 1 日
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