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1. 投稿 

投稿された内容は、学術会議やシンポジウムの抄録集に簡単な要旨として掲載されたものを除き、他の場所で出版されていない、ま

たは出版のために投稿されていないことを意味することをご了承ください。 
著者ガイドラインに沿って投稿資料を準備した後、原稿はオンラインで http://mc.manuscriptcentral.com/jpnarchitrev に投稿

してください。 
 
Japan Architectural Review では、投稿プロセスを簡略化し、効率化するために、自由形式での投稿が可能になりました。 
投稿する前に、以下のものを準備してください。 

• 原稿－本文、図、表を含む 1 つのファイル、または別々のファイル、どちらでも構いません。要旨、序論、方法、結果、結論な

ど、必要な節がすべて原稿に含まれている必要があります（原稿の種類によって異なります）。図や表には凡例を付けてくだ

さい。参考文献は、原稿全体で統一されていれば、どのようなスタイルや形式でも構いません。原稿は英語で執筆してくださ

い。原稿、図、表がご自身にとって読みづらければ、編集者や査読者にとっても読みづらいものとなります。原稿が読みづら

い場合は、修正していただくために編集部から送り返されることがあります。 
• 我々の倫理・公正ポリシーに関する記述を含む原稿の題名ページ： 

o 資金調達のステートメント 
o 利益相反に関する情報開示 

• 所属、メールアドレス、ORCID（https://orcid.org で自由に入手可能）を含む共著者の詳細。 
• 翻訳論文の場合は、掲載論文の日本語原文（PDF）もアップロードしてください。 

2. 原稿のカテゴリと要件 
  

原著論文 

説明 原著論文は、ジャーナルのスコープに沿った新しい研究結果、デザイン、および新たな開発内容について発表するものです。この種

類の原稿は、これまでに発表されていない新しい研究を紹介します。 

構成 基本的に、原著論文は次の見出しを用いて各節に分けてください：1. 序論（Introduction）、2. 材料と方法（Materials and Method
s）、3. 結果（Results）、4. 考察・結論（Discussion and Conclusions）、5. 謝辞（Acknowledgement）、6. 情報開示（Disclosures）、7. 参
考文献（References）、8. 図の凡例（Figure legends）、9. 表（Tables）、10. 図（Figures）。 

ワード数の制限 原著論文は通常 10,000 ワード（参考文献を除く）を超えません。やむを得ずワード数の制限を超えてしまう場合は、その理

由を明記してください。ワード数の超過は、編集者の裁量により許容される場合があります。 

  

レビュー論文 

説明 本ジャーナルでは、ジャーナルの目的と範囲内のテーマに関するレビュー論文を、直接または招待により募集します。すべてのレビュ

ー論文は、直接投稿されたか、招待されたかに関わらず、通常の査読プロセスの対象となります。レビュー論文は、特定のトピックや分野に

関する文献のレビューや学術的見解の要約を提供するものです。レビュー論文は、客観的でバランスのとれた概要である場合もあれば、個
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人的な思い出話のように著者自身の業績を綴ったものである場合もあります。このような原稿については、少なくとも 2 名の査読者による査

読が行われます。 

構成 基本的に、レビュー論文は次の見出しを用いて各節に分けてください： 1. 序論、2. 材料と方法、3. 結果、4. 考察・結論、5. 謝辞、6. 
情報開示、7. 参考文献、8. 図の凡例、9. 表、10. 図。 

  

デザインレビュー 

説明 本ジャーナルでは、デザインレビューの募集（招待）と非募集（直接）の両方の投稿を歓迎します。すべてのデザインレビューは、直接

投稿か招待による投稿かにかかわらず、通常の査読プロセスの対象とします。デザインレビューは、著者自身の建築作品のレビューや要約

を提供するもので、個人的な思い出話のようなスタイルで書かれています。この原稿タイプは、日本建築学会の会員のみが投稿できます。 

構造 基本的に、デザインレビューは次の見出しを用いて各節に分けてください：1. 序論、2. 材料と方法、3. 結果、4. 考察・結論、5. 謝辞、

6. 情報開示、7. 参考文献、8. 図の凡例、9. 表、10. 図。 

ワード数の制限  本ジャーナルでは、植字済みのページ 4 枚以上を目安にデザインレビューを掲載しています。 参考までに、植字済みの

ページ 4 枚とは、約 1000 ワード（10 件までの参考文献と 150 ワード以下の要旨を除く）、合計 8 個までの表または図に相当します。 

図 図 1 は横長で、幅 117mm または 167mm のサイズに収まるようにしてください。 その他の図は、すべてカラム内に収まるサイズ（80m
m）にしてください。図の数は最大 15 個までとすることをお勧めします。 

 
翻訳論文 

受理可能な二次出版物 
同じ言語または別の言語での二次出版（特に他国での出版の場合）は、以下の条件を満たしている場合に正当であるとともに、そのような出

版が有益であると考えられます。 
(i) 著者が両ジャーナルの編集者から承認を得ていること。 
(ii) 二次出版に関わる編集者が、一次版のコピー、別刷り、または原稿を持っていること。 
(iii) 一次出版の優先順位が、（両編集者による特別な取り決めがない限り）少なくとも 1 週間の出版間隔によって尊重されていること。 
(iv) 二次出版用の論文が、異なる読者層を対象としていること（短縮版で十分である）。 
(v) 二次出版物が一次出版物のデータと解釈を忠実に反映していること。 
(vi) 以下の例示のように本論文が既に出版されている旨をタイトルページ（先頭ページ）に記載し、一次文献を明記していること。  
例: The Japanese version of this paper was published in: https://doi.org/10.3130/aija.78.1559 The authors have obtained permission for 
secondary publication of the English version from the editors of the both Journals. This paper is a translation of the original Japanese version 
with slight modifications and corrections.  

 
説明 本ジャーナルでは Journal of Structural and Construction Engineering、Journal of Architecture Planning、Journal of 
Environmental Engineering においてこれまでに日本語で発表された論文の英訳版を出版しています。これらの雑誌に掲載された論文の

候補は Japan Architectural Review 編集委員会によって選ばれます。委員会が選んだ論文は、その後、査読を受けます。翻訳論文として

の出版に検討される対象は、日本建築学会の会員が執筆した論文に限られます。翻訳論文は、Journal of Structural and Construction 
Engineering、Journal of Architecture Planning、および Journal of Environmental Engineering に日本語による原文版が掲載された後

に投稿してください。 

ワード数の制限 翻訳論文は 10,000 ワード以内（参考文献を除く）とします。上記の「受理可能な二次出版物」ガイドラインを遵守してくださ

い。  

 

3. 投稿の準備 

スタイル 

単位・略号 

国際単位系（SI 単位）を使用してください。単位の略号はローマ字で表記してください。物理的な量を表す記号は斜字で表記してください。

著者が標準外の略号を使用する場合は、初出の時点で完全な名称とともにその略号を括弧で囲んで表記することで定義してください。それ

以降はその略号のみを使用してください。略号が多い場合は、脚注に記載しても構いません。 

数式 

数式には、右端の括弧内にアラビア数字で連番をつけてください（例：(1)、(2)）。 
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原稿の構成 

原稿は、本文（題名ページを含む）、表、図の各ファイルに分けてください。題名ページには、以下の内容を記載してください： 

(1)    論文のカテゴリ（原著論文、デザインレビューなど） 

(2)    題名 

(3)    著者の氏名 

(4)    全著者の所属、勤務先の都市名および国名 

(5)    責任著者の氏名、日本建築学会の会員番号、連絡可能なメールアドレスを含む完全な住所情報 

(6)    要旨（デザインレビューの場合は 150 ワード以下、原著論文、レビュー論文、翻訳論文の場合は 200 ワード以下のパラグラフ） 

(7)    キーワード（最大 5 つまで） 

(8)    総語数と抄録の語数は、原稿作成に使用したソフトウェアが許せば提供すること。 

(9)    翻訳論文については、本著者ガイドラインの「翻訳論文の受理可能な二次出版物」セクション(vi) を参照してください。 

  

題名 

題名は短く、情報量が多く、コンテンツに関連する主要なキーワードを含むものにします。題名には略号を使用しないでください（Wiley の

SEO ベストプラクティス'のためのヒントを参照）。 

  

オーサーシップ 

著者の掲載資格の詳細については、 オーサーシップ方針に記載されているジャーナルのエディトリアル方針と倫理的な配慮事項を参照し

てください。 

  

本文 

異なる論文タイプの構造の詳細については、「3. 原稿のカテゴリと要件」の節を参照してください。 

  

謝辞 

著者資格の基準を満たさない個人からの投稿は、投稿者の許可を得て、謝辞に記載する必要があります。また、金銭的・物質的な支援に

ついても言及すべきです。匿名の査読者への感謝は適切ではありません。 
 

データ共有とデータへのアクセス可能性 
本ジャーナルでは、論文の結果を裏付けるデータやその他のアーティファクトを、適切な公開リポジトリに保存して共有することを著者

に期待しています。著者は、使用したリポジトリへのリンクを含めデータへのアクセス可能性に関するステートメントを明記し、論文と一

緒に発表する必要があります。ステートメントのサンプルはこちらからご覧いただけます。 
 
情報開示 

すべての著者は、謝辞と参考文献の間にある「情報開示ステートメント」節として、金銭的支援や利益相反の可能性のある関係について宣

言する必要があります。原稿のテーマに関連する関係がない場合は、「The authors have no conflict of interest（著者らに利益相反はな

い）」と明記してください。 

  

参考文献 

• 参考文献は Wiley の AMA スタイルに従ってください。 
• 参考文献は本文中で引用し、引用順にアラビア数字で上付き文字を採番し、それぞれの引用番号の後に閉じ括弧を付け、

引用番号の間にカンマを入れてください。連続して記載する参考文献はハイフンでつなぐことができます（例：1)-3)、5)）。) 
• 引用できるのは、最終的に出版された、または出版が認められた文献のみです。 
• 必須引用文献の題名が日本語などの他の言語で書かれている場合は、英語に翻訳し、元の言語を括弧内に記載してくださ

い。例：[著者名] [論文名] [雑誌名] [発行年] [巻数・ページ数] （日本語の場合）。 

http://www.wileyauthors.com/seo
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表 

表は自己完結型とし、本文中の情報を重複させずに補完するものとしてください。また、画像として貼り付けるのではなく、編集可能な形式

で提供してください。凡例は簡潔かつ包括的なものとし、本文を参照しなくても表、凡例、脚注が理解できるものとしてください。すべての略

語は脚注で定義する必要があります。脚注の記号 †, ‡, §, ¶, の順に使用し、*, **, *** は P 値のための使用に限定してください。SD や SE
M のような統計的な測定値は、見出しの中で識別できるようにしてください。 
 

図 

可能な限り高品質の図を送ることが推奨されますが、査読では様々なフォーマット、サイズ、解像度の図を受け入れることができます。最初

の査読の際に原稿と一緒に投稿される図の基本的な要件と、査読後のより詳細な図の要件についてはこちらをご覧ください。凡例は簡潔か

つ包括的であるべきで、図とその凡例は、本文を参照しなくても理解できるものでなければなりません。使用されている記号の定義を含め、

すべての略語と測定単位を定義し、説明してください。 

  

カラーで投稿した図は、オンラインでのカラー複製を無償で行うことができます。  

  

追加のファイル 

  

付録 

  

付録は参考文献の後に掲載されます。投稿の際には、別のファイルとして提供し、本文中で参照するようにしてください。 

  

補足情報（Supporting Information） 

補助情報とは、論文に必須ではないが、より深い内容や背景を提供する情報です。この情報はオンラインで提供され、編集やタイプセットは

行われません。表、図、ビデオ、データセットなどが含まれます。補足情報に関する Wiley の FAQ についてはこちらをご覧ください。 

  

注：論文に掲載されている分析を行うために用いたデータ、スクリプト、その他のアーティファクトが一般にアクセス可能なデータリポジトリから

入手可能な場合、著者は論文内にその資料の場所を示す参照情報を含める必要があります。 

  

4. 編集方針と倫理的な配慮事項 

エディトリアル・レビューと受理 

論文は、様々な分野の読者に向けて明確に書かれている必要があります。 

論文の採用基準は研究の質と独創性、およびジャーナルの読者にとっての重要性です。別段の記載がある場合を除き、原稿は少なくとも 2
名の査読者による一重盲査読を受けます。論文が査読に回されるのは、その論文が適切な品質と関連性の要件を満たしていると編集長が

判断した場合のみです。査読プロセスの機密保持に関する Wiley のポリシーにつきましてはこちらをご覧ください。Japan Architectural Re
view に投稿されたすべての原稿は、査読の前に iThenticate ソフトウェアによってチェックし、重複や類似したテキストがないか確認します。

iThenticate と Similarity Check の詳細については、http://www.crossref.org/crosscheck.html をご覧ください。 

  

利益相反 

本ジャーナルでは、すべての著者に対し、潜在的な利益相反要因を開示することを求めています。著者の客観性に影響を与えると思われ

る金銭的またはその他の利害関係は、潜在的な利益相反の原因とみなされます。これらは、著者が原稿に記載した研究に直接関連する場

合には、それについて開示する必要があります。利益相反の可能性には、特許または株式の所有、企業の取締役会のメンバー、企業の諮

問委員会または委員会のメンバー、企業へのコンサルタント業務または企業からの講演料の受領などが含まれますが、これらに限定される

ものではありません。利益相反があっても、出版が妨げられることはありません。申告すべき利益相反がない場合は、投稿時にその旨を明記

する必要があります。責任著者には、この方針をすべての著者と確認し、関連するすべての商業的およびその他の関係を投稿時に開示す

る責任があります。 
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オーサーシップ 

著者の一覧には、誰がどのように研究に貢献したかを正確に示す必要があります。著者として記載されている人物は、全員が以下の基準に

基づいて著者としての資格を得ているべきです。 

1. 構想・設計、データの取得、データの分析・解釈に実質的な貢献をしている。 

2. 原稿の作成に関与している、または重要な知的内容について批判的な改訂を行っている。 

3. 出版されるバージョンを最終的に承認している。各著者は、内容の適切な部分について公的責任を負うために、作業に十分に参加して

いなければならない。 

4. 研究の正確性や完全性に関する疑問が適切に調査され、解決されるように、研究のすべての側面に責任を持つことに同意している。 

著者資格の基準を満たしていない人からの投稿は、投稿者の許可を得た上で、謝辞の欄に記載すべきでです（例えば、技術的な支援を提

供した者、データの照合を担当した者、執筆を手伝った者、資金の調達者、一般的な支援を提供した学科長などの貢献を認めるため）。論

文を投稿する前に、原稿に記載される氏名の順序について著者全員が合意するようにしてください。 

  

追加のオーサーシップに関する選択肢：共同筆頭著者（first author）または上席著者（senior author）の場合。共同筆頭著者の場合は、著

者の一覧に「X と Y は共同筆頭著者とみなす」または「X と Y は共同上席著者とみなす」などの脚注を加えてください。 

  

著作権物の複製 

第三者が所有する著作物からの抜粋を掲載する場合は、寄稿文中にクレジットを明記する必要があります。また、著者の責任において、著

作権者から書面による複製の許可を得る必要があります。詳細につきましては、Wiley の著作権の利用規約に関する FAQ（http://exchang
es.wiley.com/authors/faqs---copyright-terms--conditions_301.html）をご覧ください。 

  

オープンアクセス論文における著作権物の掲載。再掲する許可を得ても著作権物がオープンアクセス契約の対象とならない場合は、著作

権物とともに以下のとおり出典に関する情報を記載することでその旨を明記してください。 

  

著作権物の題名 

著者名、引用元の出版物、引用元の出版年、【権利者】の許可を取得済。 

この画像／コンテンツは、本出版物のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスの利用規約の対象外です。再利用の許可については、権利者に
お問い合わせください。 

  

出版に関する倫理 

本ジャーナルは出版倫理委員会（COPE）の一員です。本ジャーナルでは iThenticate の CrossCheck ソフトウェアを使用し、投稿さ

れた原稿における重複や類似したテキストのケースを検出している点にご注意ください。Top 10 Publishing Ethics Tips for Authors
（著者のための出版倫理のヒント 10 選）はこちらでお読みいただけます。Wiley の出版倫理ガイドラインは authorservices.wiley.com/et
hics-guidelines/index.html でご覧いただけます。 

  

5. 著者ライセンスとオープンアクセス料金 

すべての原稿はオープンアクセス論文として出版され、すぐにご自由に読み、ダウンロードし、共有することができます。本ジャーナルの論

文掲載料については、こちらをご覧ください。招待論文の場合は、論文掲載料は一切かかりません。Research4Life イニシアチブの対象と

なる責任著者については、出版料金を免除または割引します（Wiley オープンアクセス免除国リストを参照）。論文の著者は、論文掲載料の

支払いがないと原稿の出版ができないことを認識してください。そのため、論文掲載料は速やかに（請求書を受領してから 2 週間以内に）お

支払いください。 
 
オープンアクセス契約（OAA） 
論文が受理されると、論文の正式な責任著者として指定されている著者に著者サービスへのログインを促すメールが届き、Wiley Author Li
censing Service（WALS）を介して論文の著者全員を代表してライセンス契約を結ぶことができます。 
利用できるライセンス契約は以下の通りです。 
Creative Commons Attribution（CC-BY）ライセンス 
Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivs（CC- BY-NC-ND）ライセンス 
これらのライセンスの利用規約の詳細については、http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--Li
cense.html をご覧ください。 

http://publicationethics.org/
http://www.wileyauthors.com/ethics
https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html
https://authorservices.wiley.com/ethics-guidelines/index.html
https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/24758876/homepage/article_publication_charges.htm
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/13707a1ddf6/Waivers-and-Discounts-on-Article-Publication-Charges.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/Copyright--License.html


  

6. 受理後の出版過程 

ジャーナル制作中に受理された論文 

Wileyの制作部が受理された論文を受領すると、責任著者に Wiley 著者サービス へのログインまたは登録を促すメールが送信されます。

この時点で、著者は出版ライセンスに署名するよう求められます。 
 
 

校正刷り 
著者には、オンラインで HTML ページ版の校正刷りにアクセスできるリンクとそのための手順が記載された通知メールが届きます。ページ校

正は、コピーエディットや植字の誤りがないか確認するため、慎重に校正する必要があります。オンライン版のガイドラインはシステム内に用

意しています。特別なソフトウェアは必要なく、すべての一般的なブラウザに対応しています。また、番号が変更された表、図、または参考文

献がテキストの引用と一致していること、図の凡例がテキストの引用や実際の図と一致していることを確認してください。校正刷りは、メールを

受領してから 48 時間に返却していただく必要があります。オンラインシステムが使用・アクセスできない場合には、メールによる校正刷りの

返却が可能です。 

  

7. 出版後 

アクセスと共有 

論文がオンラインで出版されると：  

·         著者にメール通知が届きます（ご希望の場合） 

·         出版された論文へのリンクを SNS でシェアできるようになります 

·         著者は論文に無料でアクセスできるようになります（利用規約に同意した後に論文を閲覧できるようになります）。 

論文の最適な宣伝方法については、こちらをクリックしてください。 

 
 

http://www.wileyauthors.com/
http://www.wileyauthors.com/maximize
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