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Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 

(Biosci. Biotechnol. Biochem.) 投稿規程 

2013 年 3 月 25 日改定 

2013 年 6 月 1 日実施 

 

 

総則 

1. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry 

はこの誌名と関連する諸分野における未発表の原

著論文を掲載する. 

2. 原稿が日本農芸化学会のWeb-siteにおいて受付

処理をされた日を以て受付日とし編集委員が掲載

可と判断した日を採択日とする.ただし原稿が本規

程に合わない場合受け付けないことがある. 

3. 掲載論文の著作権（冊子体および電子版）は日

本農芸化学会に属する.電子版に電子付録が含まれ

る場合,その著作権も同様とする. 

4. 掲載論文の用語は英語とする. 

5. 投稿に当たっては,全ての著者が投稿に同意し,

かつ原稿の内容について責任を持たなければなら

ない. また, 全ての著者は代表著者が全著者を代表

して原稿の掲載に関する事項を執り行うことに同

意するものとする. 

6.採否が決定するまで投稿した論文と同一主旨の

論文を他誌に投稿することはしない．また，他誌に

投稿中の論文は受け付けられない．  

7.論文に掲載された実験材料は,非営利の研究者か

らの請求に対し速やかにかつ相応な対価で譲渡し

なければならない. 

8. ヒトを対象にした論文は世界医師総会(World 

Medical Assembly) において承認されたヘルシン

キ宣言(1964年承認,2002年追加)の精神に則って行

われた研究であること. また動物を用いた論文に

ついては「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽

減に関する基準」（平成18 年環境省告示第88号）

等を遵守して行われた研究であること.いずれの場

合も所属機関の倫理委員会で承認された実験であ

る旨を記すこと. 

論文の種類 

論文はRegular Paper, Note, Reviewの 3 種類とし

いずれも論文として未発表のものに限る. 

Regular Paper 

それ自身独立して完結した論文で論文の内容は独

創的なものであり 価値ある新事実または結論を含

むものとする. 

Note 

Regular Paper としてまとまらないものであって

も独創的な価値のある新事実または結論を含むも

のとする.原則として刷り上り 3 ペーシ以内. 

Review 

関連諸分野の今日的な話題を総説するもので，著者

への編集委員会からの依頼に基づく．文献の完全収

録を意図する総説ではなく，ユニークな主張や評論

が示されたものが望ましい．投稿論文と同様に査読,

修正などの編集過程を経て掲載される. 

 

審査 

1. 投稿論文に対しては, 希望審査分野に基づいて

1 名の担当編集委員が定められる. 当該担当編集

委員は,2 名あるいはそれ以上の審査員に論文の審

査を依頼し, その意見を参考にして採否の判断を

行う.英文に不備がある場合は内容に関係なく返却

する 

2. 著者は担当編集委員の質問や意見に対し, 明確

な回答書を提出するものとする. 原稿を修正した

場合はその修正原稿を 3 週間以内に担当編集委員

宛返送しなければならない.特別の理由なく返送に

3 週間以上を要したときは投稿を取り下げたもの

として処理する. 論文を取り下げる場合には, 直ち

に担当編集委員までその旨連絡する. 

 

原稿の書き方 

1. 一般的注意 

1.1 論文の記述は正確を期し, 全編にわたり簡潔

明瞭であること. 内容の繰り返しや図と表の重複

などは避ける. また, 字体は Times 体が望ましい. 
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ボールド体での印字は Abstract の部分も含め避

ける. 

1.2 書き方が不備の場合には原稿の作成し直しを

求めることがある. 原稿作成に際しては, あらかじ

め本誌最新号を参照し, その体裁に従う. 

1.3 原稿作成にはワードプロセッサーの設定を A4 

判(210 mm×297 mm)とする. 

1.4 上下と左右に 3 cm 以上の余白をとり,1 枚あ

たり 28 行を標準とし,文字の大きさは 12ポイント

以上とする. この場合, 本文の刷り上がり 1 ペー

ジは, 原稿用紙約 4 枚に相当する. 

1.5 右揃えは行わない. 

1.6 論文の書き出しや改行の時は 5 ストロークさ

げる. 

1.7 単語の途中で改行しない. 

1.8 図表の挿入希望位置を原稿右側欄外に赤で示

す. 

1.9字体はワードプロセッサーの機能を用いて表現

する. 

1.10 ページの番号は各ページの下中央に入れ, 表

紙を第 1 ページとする. 

1.11 各ページに行番号を付加する. 

1.12.補足的な情報（図や表等）を電子付録として

送付しても良い.論文掲載時においては,電子付録は

Web（インターネット）で公開することを基本とす

る.原稿の最後に電子付録標題,電子付録コメントお

よび電子付録データを付す. 

1)本文テキスト中に(例：Supplemental Fig. 1; see 

Biosci. Biotechnol. Biochem Web site)データの存

在を示す. 

2)動画は少なくとも Windows 系,Mac 系のプラッ

トフォームで無料ダウンロード可能なソフトウェ

アで見ることができる形式のものに限る. 

3) 電子付録の取り下げはできない. 

 

 

2. 論文の形式 

2.1 Regular Paper は次の形式をとる． 

(1) Abstract（150 語以内），(2) Key words（内容

をよく表す words や phrases を 5 つ以内列記し，

特色のない一般的な用語は避ける．）， (3) 

Introduction, (4) Materials and Methods, (5) 

Results（Results and Discussion としてもよい），

(6) Discussion, (7) Acknowledgment, (8) 

References の順とする．なお ,(4)Results and 

Discussion (5) Experimental という形式の方が適

当と考えられる場合は,これも可とする. 

2.2 Note は，本文の項目分けをせず，Abstract

（60 語以内）-Key words（5 つ以内）-本文

-References の順に記載する．原稿は本文および

References を併せて用紙 6 枚以内かつ図表は 3 枚

以内とする． 

 

3.表紙と本文 

3.1第 1 ページを表紙ページとする. 表紙ページに

は上から順に, 以下の事項を記載する. 

1) Running title 

2) 表題 

3) 著者名(full name) 

4) 研究の行われた機関とその所在地, 

5) 表 紙 脚 注  ( 連 絡 先 の 記 載 .To whom 

correspondence should be addressed.とし, その

Fax 番号 , E-mail address を記入する .Present 

address が必要な場合は郵便配送がなされるよう

に正しく記入する). 

6) Abbreviation(s). 

第 2 ページから Abstract を始める. 

表紙ページ記載内容が 1 ページに収まらないとき

は, 2 ページにわたってもよい. この場合, Abstract

は第 3 ページから始める. 

3.2 表題は内容を具体的に表し, かつ簡潔であるこ

と. 表題中には定義なしで使用でき略号以外の略

号や化学式は用いてはならない(本規程 10, 11 参

照). 

3.3 Running title は語間も含めて 60 ストローク

以内で論文の内容をよく表すものとする. 定義な

しで使える略号.(例:ATP),  簡単な化学記号(例: 

O2) 略した生物名 (例:E. coli) は用いてよい(本

規程 10, 11 参照). 

3.4 図表は本文中では Fig. 1, Table 2, などのよう

に書く. 

3.5 文献の引用は本文中の該当人名または事項の
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右肩に引用の順に 1), 2, 3), 1-3) のように番号を付し, 

一括して References に記載する. 

3.6 印刷中の論文は References に入れるが 私信

や未発表結果(投稿中の論文も含む)は References 

とせず, 本文中に括弧に入れて引用する. 

例: (Kornberg A, personal communication).  

(Kaneko R and Sueoka N, unpublished 

results). 

3.7 他の論文の著者名を引用するときは混乱の起

こらない限り姓のみとする. 著者が 2 人の論文は

両者の姓を併記し, 3 人以上の場合は第 1 著者以

外を et al. と略記する. 

3.8 定義を必要とする略号や記号(本規程10, 11 参

照)の使用は最小限にとどめる. 使用するときには

本文の初出の箇所に正式名を書き, 続けて略号を

括弧表記する. また,用いた略号は第 1 ページ脚注

にAbbreviation(s) として一括して表示する. 表題, 

Running title, Abstract では定義を要する略号は

使用しない. 

3.9 脚注は本文中に現れた事項の右肩にアステリ

スク(*) を付し, そのページの下方に線を引き, そ

の下に*とともに記入する. 同一ページに数個の注

があるときは*の数によって区別する. 

 

4. 引用文献 

4.1 References は1つの番号につき, 1 論文のみを

記す. 

4.2 References には, 本文中での引用順に片括弧

付きの番号を付して記載する. 

4.3 著者名は,著者全員の姓, 名のイニシャルの順

で記し,ジャーナル名, ページは最初と最後のペー

ジを, 出版年は括弧内に入れて記載する(以下参照). 

著者が１０名以上の場合は最初の５名までを記し, 

et al. とする.  

a) 雑誌引用の場合雑誌名の省略は Chemical 

Abstracts の用例に従う. 雑誌名はイタリック体, 

巻はボールド体とする. 和文誌の場合は誌名を省

略せずにローマ字(イタリック体)で示し, その後に

括弧で in Japanese を入れる. 採択決定の通知を

受けた投稿論文を引用するときは, 雑誌名の後に

in press と書き, 校正時までに刊行されていれば,

巻, ページ, 発行年を記入する. 

1) Hoshino T, Kobayashi K, Ishibashi E, and 

Hashimoto S, Biosci. Biotechnol. Biochem., 59, 

602-609 (1995).  

2) Sasaki K, Iwanaga C, Watanabe M, Suzuki K, 

Hamaoka T, and Kondo S, Nippon Nôgeikagaku 

Kaishi (in Japanese), 70, 1103-1116 (1996). 

3) Sue M, Miyoshi H, and Iwamura H, Biosci. 

Biotechnol. Biochem.,in press.. 

b) 書籍引用の場合 

4) Lenton JR and Appleford NEJ, “Gibberellins,” 

eds. Takahashi N, Phinney BO,and MacMillan J, 

Springer-Verlag, New York, pp.125-135 (1990). 

c) 特許の場合 

5) Kunstman M P and Prote JN,U.S. Patent, 

3803306 (Apr. 9, 1974). 

6) Yamaguchi H, Sato S, and Takada K, Japan 

Kokai Tokkyo Koho, 85259190 (Dec. 21, 1975).    

5. 表 

5.1 表はアラビア数字で番号を付し, Table1, Table 

2 のように書く.  

5.2 表には内容を適切に示す題目をつけ, さらに

本文を読まなくても必要な実験条件がわかるよう

な説明をつける.ただし, Materials and Methods 

や他の図表に記されている実験条件は反復するこ

となく, それらを引用する. 

5.3 単語は row (行), column (列) とも極力略語を

用いて短くする(Chemical Abstracts の例による). 

5.4 横の文字数 120 字(印刷面の幅一杯), または

60 字(印刷面の 1/2 幅) を基準とする. 

6. 図 

6.1 印刷には著者の原図をそのまま使用する. 複

写印刷に適さない場合は書き直しを求めるので注

意されたい. 

6.2 図は 1図につき 1ページに作成する. 各ページ

下部余白に図の番号(Fig. 1, Fig. 2 など本文と同じ

もの)と著者名を書く. また, 図の上下を指定する. 

6.3 図のタイトルおよび説明は別ページに Figure 

legends をもうけ, 番号順に記載する. 説明文は, 

本文を読まなくても必要な実験条件や内容が分か

るように書く. ただし,Materials and Methods や
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他の図表に記されている実験条件は反復すること

なく, それらを引用する. タイトルと説明文の間は

1 行あけ, また前図説明文と次図タイトルとの間

は 4 行の空白をとる. 

6.4 図の最終的な縮図比は本会において決定する. 

6.5 図の周囲は少なくとも 3 cm の空白を残す. 

6.6 グラフの両座標軸の表記には, 縮尺に耐える

大きさの数字や文字を用いる. 

6.7 グラフは○●△▲□■×などをなるべくこの

順で用いて実験値をプロットし, 直・曲線は,-------,

――,………などで記入する. 実験値のプロットな

しに線のみで結果を表示することは避ける. 

7. 写真 

7.1 写真は Fig. 番号をつけて図として取り扱う. 

7.2 雑誌掲載時の縮尺は図に準ずる. 電子顕微鏡写

真は希望する縮尺を指定できるが, 印刷面 1 ペー

ジを越えてはならない. また, 顕微鏡写真中には必

ずスケ－ルバ－を入れる. 

7.3 モノクロ写真として印刷するときは, あらかじ

めモノクロにプリントしたもので提出する. 

7.4 カラー印刷を希望する時は, その旨記入する. 

実費は著者負担とする. 

8. 構造式 

8. 1 構造式の書き方は図の書き方に準ずる(本規程

6. 1, 6.4 参照). 

8. 2 構造式のみを補足的に書くときはFig. 番号や

表題をつけなくてもよいが, 多数の構造式を用い

て反応の順序を示すときなどは, Fig. 番号または

Scheme 番号(1, 2 など) を付し, 図の場合と同様

に取り扱う(本規程 6.1,6.7 参照). 

8. 3 印刷面の構造式の大きさは, 図の場合の縮尺

に準ずる. 

9. 数式 

9. 1 数式は極力 1 行内に収まるように書く. 

(例) (a) ia＝650 nD1/2cm2/3t1/6 

(b) E＝E－(RT/nF)ln(ar/a0) 

9. 2 Exponent の分数はなるべく Q/RT のように

書く. 

10. 単位と略号 

種々の物理量の単位およびその用語と記号は国

際単位系 SI (metric system) を基本とするが, 各

学問分野で慣用的に用いている単位で SI 単位に

書き換え難いものは使用しても差し支えない

(Table1 参照). ただし, 1 つの論文中に 2 種類の単

位系を混用してはならない(例:kg/cm2 と bar な

ど). 

11. 物質の略称ならびに表示法 

11.1 常用的に使用される物質名のうち, 極めて使

用頻度が高く, また使い方が国際的に共通の略称

で統一されている物質名については, 定義なしで

略称を用いることができる. 本誌で定義なしに用

いることのできる略称を Table 2 に示す. 

アミノ酸, 糖類および核酸は高分子中の残基を示

す場合のみ略号を用いてよいが, 遊離の物質は略

記してはならない. 

11.2 生化学分野で用いられる物質の略称は , 

IUPAC-IUB Commission の暫定ルールおよび提

案に従う. 酵素の場合は 常用名のほか国際生化

学・分子生物学連合が推奨する推奨名を用いること

とし, 初出の箇所に同連合が定める系統名と分類

コードを記す. 

11.3 Materials and Methods においては, 簡単な

官能基,慣用溶媒, 試薬および化合物について, 紛

らわしくないときには著者の選択において略号や

分子式で表示してもよい. ただし, 同一物の表示に, 

略号, 分子式, 物質名を混用しない. 

例: Me, Et, Pr, Bu, Ph, AcOH, Bz, Ar, X, CO2H, 

iso-BuOH 

11.4 無機化合物および有機化合物の命名法は , 

IUPAC のルールに従う. 

11.5 本文中に書く化合物は化学式によらず, 名称

による. 

11.6 同位元素標識化合物の標識した位置を表示す

る場合は,[ ]内に位置と核種を指定する. 

例: L-[2,3-3H] alanine, [U-14C] alanine. ラベル位

置を特定しないときは[ ]はつけない. 

例: 14C-Ribosome, 32P-labeled. 

11.7 (a) o (ortho), m (meta), p (para), n (normal), 

sec (secondary), tert (tertiary), cis, trans, gauche, 

erythro, threo, syn. anti, 光学活性,不活性を示す

d (dextro), l (laevo), dl (racemic), i (inactive) など

の接頭語や置換基を示す N, O, C 等はイタリック
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体を用いる. 

(b) 立体配置の系統を示すためには,D,L,DL（小 cap）

を用いる. 絶対配置には(R) , (S) を,幾何異性には

(E, Z) を使用する. ただし, 環状化合物の相対立

体構造については cis, trans を用いる. 

12. 学名 

生物の学名はイタリック体を用いる. 

13. 数字の書き方 

13.1 数字はアラビア数字を用いる. 本文中では零

は 0 とは書かず, zero とする. 

13.2 文頭に数字がくるときは, 単位も含め spell 

out する(例: Five grams).小数は 0.1234 のように

書く. 桁数を累乗で示すときは 6.02 ×1023 のよう

に書く. 大きな数字を区切るときは, 3 桁目ごとに

コンマを入れる（IR の波数表示は例外とする. 14 

参照）. 

14. 分析値の表示法 

分析値の表示は, 通常 Materials and Methods 

で行う.測定法の略称, 測定単位, 測定値, 帰属な

どを盛り込んで簡潔に記載する. 

[]20
Ｄ－35°(c 1.0, CHCl3). 

UV max (EtOH)nm (): 238 (10,050), 288 (9,880) 

IR max (nujol)cm -1: 1762 (O-C=O), 1640 (C=O) 

NMR H (CDCl3): 2.25 (2H, quartet, J＝7 Hz, 

O-CH2-Me), 4.28 (2H, NH2).  を用いて化学シフ

トを示す場合はH, c のように測定核種を明示す

る. ただし紛らわしくない場合は単にのみでもよ

い. 

ORD (c 0.018, MeOH)[]31 (nm): － 21°(589), 

38°(400). 

X-ray 2Cu-Ka: 18.8˚ (d＝4.72Å), 20.5˚ (d＝3.65 Å ) 

MS m/z: 154 (M+), 139 (M+ － CH3). EIMS, 

CIMS,FABMS などイオン化条件を含めてもよ

い.HRMS m/z (M+): Calcd. for C29H36O10: 534.151, 

Found: 534.150. 

元素分析値 Found: C, 70.01; H, 8.83; N, 3.68. 

Calcd.for C22 H23O4N: C, 70.36; H, 8.86; N, 3.45 

のように記す. 

有機化学の論文においては, やむを得ない場合

を除き全ての新規化合物について元素分析値, あ

るいは高分解能マススペクトルデータを必ず付記

する. 構造解析の論文においては, 分子式決定の根

拠となるデータ(元素分析値または高分解能マスス

ペクトルデータ) を必ず報告する. 高分解能マス

スペクトルが測定できない試料については, 分子

量決定の根拠としたデータをつける.  

15. Superscript, subscript 

Superscript, subscript はそれぞれワードプロセ

ッサーの添字機能を使用する. 

例: Ishikawa1), CH3 

16. 新規の DNA 塩基配列に関する論文について

はデータを DDBJ 等のデータバンクに登録し, 登

録番号(Accession Number) を初出の箇所に(  ) 

を付して示す. また, X 線結晶構造解析の原子座

標のデータについても PDB, CCDC 等のデータバ

ンクに登録する. 

 

 

投稿にあたって 

1．原稿はオンライン投稿によって送付するこ

と.( http://mc.manuscriptcentral.com/bbb） 

投稿方法の詳細はログイン画面右側"Instructions 

& Forms"にある Author Manual に従って行う

こと.オンラインの入力方法は適宜変わるので事前

に Author Manual を確認することが望ましい. 

2．国内からの投稿者の場合,和文要旨も提出する. 

3.引用文献に印刷中の論文がある場合, または本

論文に関係する論文が投稿中の場合, これを添付

する. なお編集委員会からの要求があった場合に

は, その他の参考資料を提出しなければならない. 

4.担当を希望する（希望しない）審査員を記してよ

い.ただし,これは参考として使われるが,審査員は

あくまでも担当編集委員の判断で決定する. 

5. 英語を母国語としない著者は投稿前に英文校

閲を必ず受けること.論文は英語表現が貧弱である

と編集委員あるいは審査員が判断した場合は,内容

に関係なく,返送する. 

 

掲載にあたって 

1. 掲載可の判定がされたのちに本会に対して「著

作権譲渡書」を提出する. 

2. 校正刷りの著者校正は 1 回とする. 校正に際し

http://mc.manuscriptcentral.com/bbb
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ては, 印刷の誤り以外の字句の訂正, 挿入, 削除は

許されない. ただし担当編集委員が特別の事情が

あると認めたときには,“Note Added in Proof” の

形で簡単な追加を許可する. この場合, それに伴う

経費は著者の負担とする. 

3. 指定された日までに校正が返送されない場合は,

掲載できないこともある. 

4. 掲載料および別刷料金は以下の料金表に基づき

請求される.カラー印刷の実費は著者の負担とする.  

5. 本会指定の用紙に希望数量記入のうえ, 著者校

正返送時に申し込むこと. 別刷は 50 部単位で申し

込むことができる. 

6. 印刷後に誤りを発見したときは, その旨編集部

に申し出るとともに, 訂正原稿を提出する. 原稿は, 

“ERRATA” として本誌に掲載される. 著者の誤

りによる訂正に要した費用は著者の負担とする. 

7. 論文は校正段階の原稿で早期公開される.早期

公開された原稿は取り下げができない. 
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英文誌掲載料金・別刷料金および電子付録搭載料金 

 

英文誌掲載料金 

Regular Paper, Note            

頁 会員料金（税込み）円  非会員料金（税込み）円  

1 4,000 （ 4,200 ） 8,000 （ 8,400 ） 

2 8,000 （ 8,400 ） 16,000 （ 16,800 ） 

3 12,000 （ 12,600 ） 24,000 （ 25,200 ） 

4 16,000 （ 16,800 ） 32,000 （ 33,600 ） 

5 20,000 （ 21,000 ） 40,000 （ 42,000 ） 

6 24,000 （ 25,200 ） 48,000 （ 50,400 ） 

7 28,000 （ 29,400 ） 56,000 （ 58,800 ） 

8 32,000 （ 33,600 ） 64,000 （ 67,200 ） 

9 36,000 （ 37,800 ） 72,000 （ 75,600 ） 

10 40,000 （ 42,000 ） 80,000 （ 84,000 ） 

 

 

英文誌別刷料金（下段税込み） 

頁 50部 100部 150部 200部 250部 300部 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

 

3,600円 

(3,780 円) 

7,200 

(7,560) 

10,800 

(11,340) 

14,400 

(15,120) 

4,800円 

(5,040 円) 

9,600 

(10,080) 

14,400 

(15,120) 

19,200 

(20,160) 

7,200円 

(7,560 円) 

14,400 

(15,120) 

21,600 

(22,680) 

28,800 

(30,240) 

9,600円 

(10,080円) 

19,200 

(20,160) 

28,800 

(30,240) 

38,400 

(40,320) 

12,000円 

(12,600円) 

24,000 

(25,200) 

36,000 

(37,800) 

48,000 

(50,400) 

14,400円 

(15,120円) 

28,800 

(30,240) 

43,200 

(45,360) 

57,600 

(60,480) 

 

英文誌カラー印刷料金 １頁につき 52,500 円（税込み） 

 

電子付録搭載料金 1 ファイルにつき 会員  4,200 円（税込み） 

                  非会員 8,400 円（税込み） 

 

*別刷送料梱包料は別に実費をご請求いたします. 

*会誌別刷料金,掲載料金およびカラー印刷料金については変更になることがございますのでご了承下さい. 
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