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Plant and Cell Physiology 著者投稿ガイドライン 

 

取り扱う領域 

本誌は植物（および微生物）の生理学、生化学、生物物理学、化学、遺伝学、分子生物学、

遺伝子工学、細胞生物学に関連する未発表論文の出版を専門とした国際誌である。日本植物

生理学会員・非会員ともに投稿を歓迎する。 

 

投稿論文は、他誌で出版されておらず、新しく重要な研究結果であること。関連論文が他誌

に出版予定、または投稿されている際は本誌投稿時に詳細を申告すること。 

 

論文タイプ 

Regular Paper： 植物科学の進展に貢献する、新しく重要な研究結果をまとめた研究論文。 

 

Rapid Paper： Regular paper と同様だが、特に新規性が高く興味深い研究内容であり、迅速な審

査・掲載を必要とするもの。審査は投稿から最初の審査結果まで通常 14日以内、論文は採択

後、通常 40 日以内に印刷版に掲載される。このため，著者は審査の遅れを防ぐために投稿規

定に基づき特に注意を払って論文を作成すること。また、 早期出版を要する科学的重要性と、

迅速な出版を必要とする理由を記述した別途説明（justification）を必ず添付すること。 

 

Mini Review / Review： 通常 Mini Review/Review は編集委員(エディター)から依頼するが、著者

から の自薦も受け付ける。投稿希望の著者は事前に編集室（pcp.editorialoffice@oup.com）に

連絡し、Review の概要と、５年以内に出版された最新の該当分野の研究論文を 10 件リスト

にして提出すること。Mini Review は特定の分野の最近の傾向(理想的には過去３年間)につき

述べたもので、印刷時 5 ページ以内(5800 字以内)、図表は 2 つまで、文献は 70 までとする。

Review は 10500 字以内、図表は 4 つまで、文献は 100 件までとし、該当の分野に関して近年

の動向をより網羅的に、関連分野についても議論すること。 

Review 著者はその分野の専門家だけでなく、広い分野の読者に向けて発信していることを意

識しなくてはならない。したがって、現在の課題や今後の傾向について自身の見解を述べる

だけでなく、バランスの取れた議論を提示し、トピックの理解を助けるために十分な背景を

説明しなければならない。 

 

Databases： 植物関連の新規データベース/オンラインツールもしくは既存のデータベースやツー

ルの重要なアップデートについて説明した論文を受け付ける。データベース論文を投稿する際、
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データベースフォームとともに、投稿査読システムから投稿する。データベースフォームはこち

らからダウンロードすること。詳細については Database 論文用の投稿規程が別途あるので、そち

らを参照すること。 

 

 

Special Focus Issue (SFI) Article： 投稿は依頼、もしくは特定の分野での募集によってのみ受け

付ける。SFIは話題性のある分野に関するReview論文や原著論文によって構成される。既刊及

び今後出版予定のSFIについてはこちらを参照のこと。 

 

Letter to the Editor ： PCPで出版された論文の知見について議論したもの。Letterは単純明快な

タイトルで1000字以下、文献は10件以下とし、図は1つのみとする（複数の図を組み合わせた

ものでもよい）。AbstractやMaterials and methodsは含まない。Letterの投稿を希望する著者は事

前に編集室（pcp.editorialoffice@oup.com）に連絡すること。Letterはまず編集委員長（EIC）あ

るいは特定のエディターによって事前に審査され、必要に応じて査読を行う。Letterで議論の

対象となった著者は反論をAuthor Responseとして掲載する機会を与えられるが、これも査読

の対象となる。Author ResponseもフォーマットはLettersと同様である。 

 

Meeting Report ： 投稿はゲストエディターと編集室で事前に手配・依頼される。Meeting Report

は適切なタイトルと著者名、所属、適切な文献を含めて2000字以下とする。学会で議論され

た最近の研究動向に沿ったトピックやテーマについて詳しく述べる。単純な図やモデルを用

いて最新の概念の説明を含めることもできる。 

 

Commentary： 主に審査過程で評価の高かった論文の解説記事とする。通常は編集室から依頼さ

れる。Commentaryは適切なタイトル、著者名や所属を含めて1500字以内とする。（文献を含め

ておよそ2000字以内）取り上げられている内容について単純な図やモデルを用いて説明する

こともできる。 

 

編集方針 

著者について 

著者として名前の表記されている人は全員研究に参加し、計画、研究の遂行、分析、データ

の解釈などにかかわり、研究に対して公的責任を取ることができること。 

全ての著者は論文作成にかかわり、論文の内容に承諾していること。 

著者の記載順は著者の間で合意が得られていること。 

 

https://mc.manuscriptcentral.com/pcp
https://academic.oup.com/DocumentLibrary/PCP/PCP_DBinfo_SubmissionForm.docx
https://academic.oup.com/DocumentLibrary/PCP/PCP_DBinfo_SubmissionForm.docx
https://academic.oup.com/pcp/pages/Db_Call_For_Papers
https://academic.oup.com/pcp/pages/Special_List
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利害の抵触 

著者は利害の抵触の恐れのある事柄を開示すること。利害の抵触とは、研究の妥当性に影響

を及ぼすような利害関係（経済的な利益や個人的なライバル関係などを含む）が存在するこ

とと定義する。開示の仕方については後述のフォーマットについての規定を確認すること。 

 

査読 

全ての論文は査読の対象となるが、本誌の領域に該当しない論文やガイドラインに従ってい

ない論文など、編集長、エディターが適当でないと判断した論文は査読なしで却下されるこ

とがある。 

採択の主要基準はオリジナリティ、植物科学においての重要性、実験デザインの妥当性、結

果の信頼性である。単なる記述的内容、確認実験結果にすぎないものや、タンパク質の精製、

遺伝子クローニング、新変異体の分離、また機能面の議論のないマイクロアレイデータやト

ランスクリプトームなどを報告しただけの論文は採択の対象とならない。これらの基準に満

たない論文は査読なしに却下される場合がある。基準を満たした論文については、エディタ

ーが専門分野における適正に応じて査読者を原則２名選定する。この査読者の氏名は著者に

は公開されない。論文投稿時に著者は、その論文を読んだことのない査読者候補を 5 名まで

挙げることができるが、これらの候補者が査読者になることを確約するものではない。同時

に、著者は除外したい査読候補者を 2 名まで挙げられる。通常、Rapid Paper で投稿後 2 週間

以内、それ以外の論文カテゴリーで投稿後 1 ヶ月以内にエディターから査読結果が

Corresponding Author 宛に通知される。改訂論文を再投稿する際には、エディターと査読者宛

に、各査読コメントが改訂稿にどのように反映されたか、また反映されなかった場合はその

理由を明確に記載し、エディターの指定した期日までに投稿すること。期日を過ぎた投稿は

新規投稿とみなされる。やむを得ない理由で期日を過ぎる場合には事前に編集室

（pcp.editorialoffice@oup.com）に問い合わせること。採択された論文ファイルは、通常採択

後１週間以内に PCP のホームページ上で公開される (PCP Advance Access)。 

 

不正行為 

二重投稿、盗用、図の不正操作、不正データなどの不正行為が認められた場合には論文は即

時却下される。すでに出版された図表などを使用する際には、著者は著作権資料について転

載許可を得たうえ、論文内で出典を明記すること。 

 

出版後に不正が発覚した場合には採択を撤回し、論文取り下げ通知が掲載される。不正が疑

われたケースで、著者との議論で解決ができない場合、編集室は関係機関に報告する。 

審査時に他誌での不正行為の疑いが発覚した際は、編集室は既に出版された該当誌に連絡を
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とり、懸念を提起することもある。本誌は COPE (Committee on Publication Ethics)のメンバー

であり、本誌での研究事例や不正行為は匿名で COPE に照会されることがある。また、投稿

論文は CrossCheck 機能で剽窃やオリジナリティをチェックされることがある。 

 

Pre-prints and self-archiving 

著者は Pre-print（採択前、投稿時の原稿）を bioRixv.org などのコミュニティ・サーバーに登

録することができるが、論文が PCP で採択され、出版された場合にはそのことを公表しなけ

ればならない。セルフ・アーカイブの方針の詳細についてはこちらを参照のこと。不明点が

ある場合は、投稿前に編集室（pcp.editorialoffice@oup.com）に連絡すること。 

 

掲載料 

採択論文 1 篇につき、以下の費用が請求される。 

Article Processing Charge（掲載料）： 学会員 ￡150 ／ 非学会員 ￡300 

出版時の頁数が 9 頁以上の場合には、1 頁ごとに以下の費用が追加請求される。すべての図を

掲載する必要があるか、よく検討のうえ投稿すること。 

Excess Page Charge（超過頁料）： 学会員 ￡100 ／ 非学会員 ￡200 

カラー図の印刷費用の著者負担はなく、全て無料で印刷される。 

 

発展途上国の著者に対しては掲載料の免除がある。発展途上国リストを確認の上、該当する

かどうか確認すること。 

 

表紙画像 

論文の採択された著者には表紙に使用する画像の提供を呼びかけている。表紙画像は様々な

要因によって決定されるため、登用は保証できないが、印象的で斬新な画像の推薦を多いに

歓迎する。画像のファイル様式については下記の画像についての指示に従うこと。 

 

投稿前の準備について 

論文を投稿する前に論文が下記の指示に従っていることを確認すること。 

これらの指示に従っていない論文は査読に回されず、差し戻される。また、編集長、エディ

ターの判断により却下される場合もある。 

 

新規投稿に限り、別のジャーナルの論文フォーマットやスタイルで作成されていても受け付

ける。ただし、適切なタイトル、著者リスト、Abstract、Introduction、Results、Discussion、

Materials and Methods、文献などの基本的な情報を含むこと。改訂および再投稿時は、査読

http://publicationethics.org/
https://academic.oup.com/journals/pages/access_purchase/rights_and_permissions/self_archiving_policy_b
mailto:pcp.editorialoffice@oup.com
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の遅れを防ぐために、下記に指定されたガイドラインに沿ってフォーマットを変更する必要

がある。 

 

論文はわかり易く簡潔な「国際的に通用する」英語で書き、過剰に受動態を用いないこと。

英語が母語でない著者が執筆する場合には投稿前に英文校正にかけることを強く勧める。こ

れは任意であるが、エディターや査読者が論文の科学的内容を正確に理解するための一助と

なる。しかし、英文校正を受けていても採択が保証されるわけではない。英文校正サービス

について情報が必要な場合はこのページをご覧いただきたい。上記リスト以外にも英文校正

サービスを提供する業者はあるので各自自由に選択されたい。英文校正や編集にかかる費用

は著者の負担となる。 

 

論文と表 

採択後、制作部が編集できるよう、論文ファイルは編集可能な状態で*.doc, *.docx または.rtf

ファイルとして作成すること。PDF (*.pdf) ファイルは受け付けられない。左右上下2.5cmの

余白を付けること。文字は12 ptのTimes New Romanや10 ptのHelveticaなど一般的なフォントを

使用すること。特殊文字挿入時に“殊文字挿入時”や日本語フォントを使用すると、PDFファ

イル変換時に異なる文字に変換されことがあるため注意すること。（例：μやβ） 

主見出しはボールド文字で、副見出しはイタリック文字にし、それぞれ改行すること。それ

以下はイタリック文字とし、文章を同じ行から書き始めること。 

 

図の形式 

図は TIFF か EPS 形式を推奨する。JPG も使用できるが、JPG 形式の特性として編集の度に質

が劣化するので極力使用を避けること。 

 

カラーの形式： 印刷時に CMYK 方式を使用するため、CMYK で設定すること。白黒画像で

も同様に CMYK が適用される。RGB はコンピュータ表示用に多く使用され

ているが、印刷には使用できない。 

ファイル名： ファイルは”figure1.tif”のように、内容が分かるファイル名で保存すること。 

 

図の解像度 

写真： シングルカラム用の図は横幅 120 mm、ダブルカラム用の図は横幅 210 mmで作成し、

300 dpi となるように解像度を設定すること。 

線画： ファイルサイズが小さくて済むため、EPS ファイルを推奨する。サイズは写真と同

様である。ほとんどの画像ソフトは Postscript、もしくは PDF プリンタを介して EPS

https://academic.oup.com/journals/pages/authors/language_services
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に変換することが可能だが、難しい場合には 600 dpi の tiff ファイルも受け付ける。

解像度が低いとテキストや線が途切れる可能性があるので注意すること。線は 0.25 

pt 以上、パターンやスクリーン濃度は 10%以上、フォントは 10 pt 以上のゴシック

フォントを使用することを推奨する。 

写真と線画の組み合わせ： EPS が推奨され、上記線画と同じ条件が必要である。 

 

Supplementary Data 

論文本編に掲載するには長すぎる、もしくは情報量が多すぎるが、読者にとって有益な情報

は Supplementary Data として、オンライン誌上で論文にリンクして掲載することができる。

それらのデータは論文を理解するために必須でないが、論文を補完する、直接関連した内容

であること。より詳細な研究方法、動画、3-D 構造やイメージ画像、配列データやデータ解

析、追加の図表やデータベースを含む。ただし、不必要と思われる Supplementary Data をむ

やみにつけないこと。 

 

Supplementary Data に含まれるデータは全て査読時に論文と一緒に投稿すること。採択後に編

集、置き換えすることはできない。投稿時に Supplementary Data の種類と数を論文原稿１ペ

ージ目に明記すること。また、論文内ですべての Supplementary Data に言及すること。

Supplementary Data は個別のファイルに保存し、最終的な体裁を整えて投稿すること。

Supplementary Data は編集されないので、本文と同じスタイルで作成すること。図表や文章は

キャプションを含めて PDF として保存すること。ビデオは QuickTime Video (mov)、MPEG 

Movie (mpg)、 Microsoft VI Video (avi)のいずれかの方式で保存すること。それぞれのファイ

ルは 5 MB を超えないこと。ファイル名は Supplementary Figure S1, Supplementary Table S1 な

どとすること。 

 

データバンク登録  

論文中の配列情報やＸ線結晶学的配位（X-ray crystallographic coordinates）は、論文の出版前に適

切なデータベースに電子形式で登録し公開すること。データベースへの登録番号は論文投稿

時に Footnote に記載すること。マイクロアレイデータは GEO, ArrayExpress and CIBEXなどの公

共のデータバンクに登録すること。主要材料の登録も推奨している。 

 

他研究の掲載許可 

論文内で他の論文内容を掲載する場合（図の転載など）、論文の採択前に著者により許可を

得ること。通常、元の出版社が著作権を管理している。許可の手続きには 6 週間程度かかる。

許可がおりたら許可証のコピーを supporting file としてアップロードすること。また転載元情
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報を論文内に記載すること。 

 

 

原稿作成 [フォーマット] 

全ての論文は下記の項目を記載された順に掲載すること。 

 

Main document 

Table, Legend to Figuresを含めた全文にページ番号をつけること。 

 

 

1ページ目（表紙） 

Title: 題名 

Running Title： スペースを含め 50 文字以内とする。 

Corresponding Author： 連絡著者となる一名の名前。所属名、住所、郵便番号、国名、電話番

号（内線含む）、ファックス番号、電子メールアドレス。 

Subject Areas： 本論文に最も関連する分野を 2 つまで、以下から選択すること。(1)成長・発生

（growth and development）、(2)環境・ストレス応答（environmental and stress responses）、(3)遺

伝子発現制御（regulation of gene expression）、(4)タンパク質・酵素・代謝（proteins, enzymes and 

metabolism）、(5)光合成・呼吸・生体エネルギー学（photosynthesis, respiration and bioenergetics）、

(6)細胞構造・機能（structure and function of cells）、(7)生体膜･輸送（membrane and transport）(8)

細胞間相互作用（cell-cell interaction）、(9)天然物（natural products）、(10)ゲノミクス・システム

生物学・進化（genomics, systems biology and evolution）、(11)新方法論（new methodology） 

Number of black and white figures, color figures, tables and type and number of supplementary 

material：カラーで提出された図はカラー印刷される。 

 

ここで改ページすること。 

 

2 ページ目 

Title and running head: 論文フルタイトルとランニングタイトル。 

Authors： 全著者のフルネーム。オンライン出版の際、自動的に処理されるため、Mr. /Mrs. /Ms. 

/Dr. などの敬称を含めないこと。 

Author’s Addresses（著者所属） 複数の著者がそれぞれ異なる所属の場合は所属ごとに上付き数

字で表示。 

（例） 
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2Environmental Engineering Laboratory, JSPP College Kanayama, 234-0001, Japan 

Abbreviations： 定義なしに利用できる略語を除き、アルファベット順に定義すること。

Introduction 以降の本文で短縮形を使用する際は、初出時に略さずに記載し、続けて略語を括弧

内に表記する。定義なしで使用できる略語はリストを参照のこと。注）2018 年 8 月より論文本

文内の Abbreviations の項目の提出は不要とする。 

Footnotes： ヌクレオチド配列は以下のとおり登録情報を記載すること。The nucleotide sequence 

reported in this paper has been submitted to (データベース) under accession numbers （アクセッショ

ン番号）。また、著者の住所が投稿時から変更した際はPresent Addressとして現住所を記載す

ること。 

3 ページ目 

Abstract： 250 語以内とする。 

Keywords： 6 語以内をアルファベット順に記載すること。植物名を挙げる場合には、一般名称

または学名、もしくはその両方を明記すること。 

 

4 ページ目以降 

Text (本文) 以下の順で見出しをつけること。 

Introduction – Results – Discussion - Materials and Methods – Funding – Disclosures – 

Acknowledgements – References – Tables - Legends to figures (図は別ファイルで投稿すること). 

Materials and Methodsセクションでは、他の研究者が実験結果を再現し論文の主張を立証できる

ように実験方法を詳細に記載すること。標準的な方法は参考文献を挙げ、特筆すべき変更点が

ある際はその内容を記述すること。また、正確なデータ解釈と主張の立証の助けとなるよう、

必要に応じて実験計画法と統計的手法を適用・記述すること。また、その準備にあたっての新

材料および新手法についても再現を可能にするため詳細を記載すること。 

Funding information 研究費の出所は全て論文のFunding項目に記載すること。大学、政府、企業、

寄付、個人的資金について出所を記載することを推奨する。研究費の出所を開示しない場

合、”This research was carried out without funding”と記載すること。下記のテンプレートに従うこ

と。 

 “This work was supported by ...”ではじまる文面にする。 

 研究費の資金提供機関は略さずに正式名称で記載し、研究費番号は[grant number xxx]と

[ ]で囲む。（例: JSPSではなくJapan Society for the Promotion of Science） 

 複数の研究費番号がある場合、カンマで区切る。[grant number xxx, yyy] 

 複数の機関はセミコロンで区切る。（最後の機関の前にandを入れる） 

https://academic.oup.com/DocumentLibrary/PCP/abbreviations.pdf
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 研究費の助成について著者個人に言及する必要がある場合には別の文章に記載せず、以下

のようにイニシャルで記載すること。 

‘This work was supported by the National Institutes of Health [AA123456 to C.S., BB765432 to 

M.H.]; and the Alcohol & Education Research Council [hfygr667789]. 

 オックスフォードジャーナルはNIHに助成された論文を自動的にPubMed Centralに登録し

ている。NIHにより助成された論文は必ず上記に従って論文内に明記すること。 

Disclosures: オンライン投稿の手続きの際に、Corresponding Authorは本人、あるいは共著者が開

示すべき利益相反がないか、ある場合には詳細を報告すること。すべての著者がこの方針に従

うよう、Corresponding Authorが責任を負う。ここでいう利益相反とは「もし、情報を開示して

いないことが出版後に判明したらCorresponding Authorや共著者にとって不利益となるような

ことはないか？」である。Corresponding Authorが他の著者に確認ができない場合、確認の取れ

ない著者についてオンライン投稿システム内の所定の利益相反についての書式に記載するこ

と。利益相反がない場合には、”Conflicts of interest: No conflicts of interest declared.”と記載する

こと。   

References 本文中の文献の引用は著者名と出版年を表記すること。著者が2名より多い場合は筆

頭著者名の後にet al.とする。 

（例） 

Takahashi and Yamamoto (1986) reported that . . . 

The results have been interpreted (Suzuki et al. 1996). 

Referencesは筆頭著者苗字のアルファベット順に記載し、同著者または同じ著者グループの文

献は年代順に記載する。同著者（または同じ著者グループ）が同じ年に出版している場合は

出版年に’a’, ‘b’などを付記する。著者が6名を超える際は最初の6名を記載しそれ以降の著者

はet al.とすること。 

References記載時はインデントを使用しない。Referenceごとに一行あける。 

（例） 

Birch, B.P. (1995a) Growth responses of Nicotiana tabacum L. to light and water stress. Plant Cell Physiol. 36: 1–10. 

 

Birch, B.P. (1995b) Organic acid metabolism in light-grown radish (Raphanus sativus L.). Plant Cell Physiol. 36: 101–110. 

 

Cherry, P.Y., Juniper, R. and Aoki, J. (1994) Kinetic studies of photosynthetic activity in Chlorella. In Mechanism of 

Photosynthesis. Edited by Yanagi, M. and Liu, Y. pp. 123–234. Science Press, Tokyo. 

 

Cherry, P.Y. and Oaks, B.B. (1997) Translocation of photosynthetic products. Annu. Rev. Plant Sci. 130: 15–60. 
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Holly, M.C. (1987) Plant Biophysics. p. 102. Botany Press, Kyoto. 

 

未出版のデータや私信は引用文献とはせずに本文中に括弧内で注記すること。出版の決定した

「In press （出版予定）」論文はReferencesに記載可能である。掲載される誌名と、DOIが決定

していればそれも記載すること。 

Tables (表) 表はテキストとして投稿し、編集できない表を埋め込まないこと。画像データとし

て投稿された表は編集できない。本誌近刊と一致した形式で作成し、各表にアラビア数字で連

番をふること。注釈は表の脚注に記載し、各表は別ページに作成すること。（カラーや特殊記

号を使用した表は図として扱われ、採択時に編集されない。 

Figures Legends 図がある場合にはReferencesやTablesの後にFigure legendsを記載すること。 

Figures 図は別ファイルで投稿し、本文ファイルに埋め込まないこと。本文に埋め込まれた図は

出版社で扱うことができない。各図は個別のファイルでアップロードすること。図についての

詳細は上記「投稿前の準備」内に説明されている。 

Supplementary Data 詳細は上記「投稿前の準備」内に説明されている。ファイルをアップロー

ドする際には “Supplementary data” を選択すること。 

Permission 他論文の情報を掲載する場合に記載する。詳細は上記「投稿前の準備」内に説明さ

れている。 

 

投稿 

投稿論文は全ての共著者が読み、投稿を了承していること。投稿することにより、当該論文が未

出版であり、現在他に査読中、採択済み、一部（要旨のみ出版されている場合を除く）または全

体がすでに出版されていないとみなされる。 

 

PCPへの投稿は全てPCPのScholarOneオンライン投稿システムを介して投稿すること。出版に必

要なファイルは全てオンライン上で提出すること。 

 

投稿に関わるインストラクションやサポート情報は上記サイトに掲載されている。また、IDとパ

スワードは初めての方もその場で作成できる。不明な点は編集室に連絡すること。 

 

投稿の準備ができたら下記の点を再確認すること。 

 論文は上記の指示に従って作成されていること。 

 図は上記の指示通り作成され、個別のファイルでアップロードされていること。 

 論文以外の必要な書類も正しいファイル指定でアップロードされていること。 

 投稿までのステップがすべて完了していること。 

http://mc.manuscriptcentral.com/pcp
mailto:pcp.editorialoffice@oup.com
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上記に従っていない場合、査読へ進める前に論文をAuthor Centreに差し戻す。その場合には編集

室よりメールにて必要な修正個所を連絡する。 

なお、投稿完了前に変換されたPDFの内容を必ず確認すること。 

 

査読状況の確認 

著者はいつでもオンライン投稿システムのAuthor Centreから査読の進行状況を確認すること

ができる。 

 

採否 

採否の決定はメールにてCorresponding Author宛てに届く。著者はオンラインでも論文の査読

状況や修正の要請に関するコメントを確認することができる。改定後に採択と判定された場

合、通常再投稿の期日が指定される。 

 

改訂稿と再投稿原稿の作成 

査読結果通知メール上の査読者のコメントに従い論文を修正すること。エディターと査読者

が変更を認識できるよう修正箇所は赤などで表示すること。 

査読者のコメントにポイントごとに回答したカバーレターを作成すること。 

[原稿作成]に従いファイルを作成する。カバーレターと本文は別ファイルに分けること。 

 

論文採択後の手続き                                                              

採択となった論文のファイルは出版社（オックスフォード大学出版局）に送られる。 

 

著作権 

出版の際にはオックスフォード大学出版局に著作権の独占的ライセンスを認可することが必

須となる。ライセンス認可により、論文の広範囲にわたる公開と第三者からの掲載許可が効

率的、かつ統一された手続きで処理されることが保証される。ライセンスの条件として、論

文の原文出版情報が明記され、オックスフォード大学出版局に事前に知らせたうえで自身の

論文を他の出版に転載することが可能である。 

 

校正 

採択後、著者校正用プルーフをダウンロードするためのリンクが連絡著者に送付される。著

者は責任を持って校正用プルーフを確認し、タイプミスなどを修正のうえ、出版の遅れを防

ぐために期限内に制作部の指示通り校正を返送すること。電子ファイルとして返送できるよ

う、Adobe Acrobat ProfessionalもしくはAcrobat Reader (version7.0 以降)の編集ツールを使用し

http://mc.manuscriptcentral.com/pcp
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てPDF校正原稿に変更を加えることを推奨する。 

 

PCP Advance Access 

PCP Advance Accessは印刷版の出版前にオンライン上で速やかに論文を出版するシステムで

ある。論文は採択されたものから随時オンライン上で出版される。迅速な出版を可能にする

ため、採択された論文は制作部による編集の前に出版され、“Accepted Manuscript”と表記され

る。その後、校正され、印刷用にフォーマットされた論文がオンライン上で出版されたのち、

印刷される。Advance Accessでの出版は公的な出版とみなされ、論文個別にDOI（Digital Object 

Identifier）が割り振られる。上記2通りの版は最終的な出版の後でもアクセス、引用すること

が可能である。 

 

オープン・アクセス出版 

PCPの著者はOxford Openのプログラムのもと論文を出版することを選択することができる。

Oxford Openを選択される著者がオープン・アクセス掲載料を支払うことにより、論文出版と同時

に論文が無料アクセスとなる。論文採択後に連絡著者は出版ライセンスへの同意が求められ、そ

の際にオープン・アクセスを選択することができる。オープン・アクセスを選択しなければ論文

は通常通り購読者のみアクセスできる状態で出版され、料金は発生しない。 

 

Oxford Openの論文はCreative Commons licencesのもとに出版される。PCPに出版した著者は下記の

Creative Commons licencesを使用できる。 

Creative Commons Attribution licence (CC-BY) 

Creative Commons Non-Commercial licence (CC-BY-NC) 

Creative Commons licencesについて詳細は以下のURLを参照： 

https://academic.oup.com/journals/pages/open_access 

 

オープン・アクセス掲載料はAuthor Servicesサイトから支払うことができ、オンライン上でクレジ

ットカード、デビットカード、もしくはメール、郵送による請求書の発行による支払いが可能で

ある。オープン・アクセス掲載料は下記の通り。 

通常掲載料：￡1850・＄3000・€2450 

発展途上国B：￡925・＄1500・€1225 

発展途上国A：￡0・＄0・€0 

発展途上国のリストは下記URLを参照：

https://academic.oup.com/journals/pages/librarians/developing_countries/participating_count

ries 

https://academic.oup.com/journals/pages/open_access
https://academic.oup.com/journals/pages/librarians/developing_countries/participating_countries
https://academic.oup.com/journals/pages/librarians/developing_countries/participating_countries
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注：オープン・アクセス掲載料はその他掲載料に追加して課金される。 

 

お問い合わせ 

投稿に関する問い合わせ先： 

PCP編集室 

〒108-8386 東京都港区芝4-17-5-3F 

オックスフォード大学出版局内 

Tel: 03-5444-5858 

Fax: 03-3454-2929 

Email: pcp.editorialoffice@oup.com  

 

 

採択後の論文に関する問い合わせ先： 

Production Department 

Oxford Journals, Oxford University Press 

Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP, 

UK 

Tel: +44 (0)1865 354619 

Fax: +44 (0)1865 353773 

Email: pcp@oup.com 
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