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投稿規定（2020 年 10 月版）
掲載の内容
本誌は，生態学に関する規定，応用を含めたオリジナルな内容の論文を掲載します．特に未公表の植生調査資
料を含む植物社会学的な報文を歓迎いたします．
原稿の種類
原稿の種別は原著論文，短報，総説，研究ノート，資料，研究会記録，意見などとします．
投稿資格
第一著者は本センターの研究会員である必要があります．ただし，編集委員会が特に必要と認めた場合には，
著者が非会員のみでも掲載する場合があります．
用語とページ
本文の用語は原則として英語もしくは日本語とします．本文中の動植物の学名にはイタリックの指定を行って
下さい．命名，記載された植生単位名はイタリック＋太字の指定とします．投稿原稿については特にページ制
限は設けず，種組成表などの折り込み表の印刷も可能です．
原稿の採否
原稿の採否は編集委員会によって決定します．原則として，受け付けられた原稿のうち原著論文，総説，短報
については校閲が行われます．その結果，内容や体裁に問題があると判断された場合には投稿者に対し修正を
求めます．受理できないと判断された場合は，その理由を記して投稿者に原稿を返却します．
原稿の提出
投稿原稿は投稿原稿送付状（別紙 ; 日本人用）を添付し，本文，図，表のすべてを編集幹事あてに送付して下さい．
電子ファイルのある原稿に関しては PDF に加え，Word，Excel，jpg などの原データファイルを CD や電子メー
ルで編集幹事宛にお送りください．投稿原稿送付書の電子ファイルは生態学センターのウェブサイト https://
www.jise.jp/jp/publications/ からダウンロードできます．
構成
構成は以下の配列に準じます．
表題
著者名・所属
英文表題（和文の場合）
英文著者名・所属（和文の場合）
Abstract
Keywords（5 語以内）
本文
摘要
謝辞
引用文献
短報の場合は摘要を，研究ノートの場合は Abstract と摘要を省略します．


文献の引用
本文中の文献の引用は次の例に従い，著者が 4 名以上のものについては「
〈第一著者〉ほか」
，
「
〈第一著者〉et
al.」とします．
宮脇・奥田（1994）によれば…
…と述べられている（大場，1982，1983；宮脇ほか，1985；村上・中村・鈴木，2002）.
引用文献
本文中の文献は本文末に一括し，著者のアルファベット順に並べます．同著者は年号順に並べ，同年代の場合
には年号の後に a，b をつけて区別します．文献は本文中に引用したものを全て記し，それ以外を含まないこと．
記述は以下の例にならい，さらに，本誌最新号の形式を参照下さい．
宮脇

昭・奥田重俊・藤原睦夫．1994．改訂版日本植生便覧．910pp．至文堂．

Mueller-Dombois，D. & H. Ellenberg．1974．Aims and method of vegetation ecology. 547pp. John Wiley &
Sons, New York.
Numata, M., A. Miyawaki & S. Itow. 1972. Natural and semi-natural vegetation in Japan. Blumen, 20: 12-496.
鈴木時夫．1966．日本の自然林の植物社会学的体系の概観．森林立地，8（1）：1-12.
中村幸人．1986．山地夏緑広葉樹林．
（宮脇

昭編著）日本植生誌

関東，283-291．至文堂，東京．

図・表
図・表は印刷に適するものを一枚ずつ別紙に書きます．図・表のキャプションは別紙にまとめ，和文と英文を
併記してください．写真の取り扱いは図に準じます．図・表・写真 の挿入希望位置がある場合は本文原稿の右
余白に朱書きして下さい．
別版
著者には執筆部分の pdf ファイルを贈呈します．別刷を希望する場合は編集幹事にその旨をお伝えいただき，
その実費は著者がお支払い下さい．
校正
投稿者は原則として初稿に限って原稿の校正を行いますが，誤植の訂正程度にとどめ，内容の変更は行わない
で下さい．
著作権
著作権は国際生態学センターに帰属します．図表などの転載をする場合は許可が必要です．また本誌に掲載さ
れた報文は全文インターネット上で公開されます．ご了解下さい．
お問い合わせ先
原稿の送付，校正，その他に関するお問い合わせは編集幹事までお願いします．

Eco-Habitat: JISE Research
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Eco-Habitat is a journal dealing with all aspects of pure and applied ecology. Original articles, short
communications, reviews, research notes, data and records published annually.
2. The first author should be the research member of IGES-JISE.
3. Manuscripts may be presented in English or Japanese. Sciectific names up to the genus are to be written in
italics or underlined.
4. There is no limitation on page length for original articles and reviews.
5. In principle, referees revise original articles, short communications and reviews. Rejected manuscripts will be
returned to the author with the point at issue.
6. Application form for Eco-Habitat and the manuscript, including all tables and labeled figures, should be sent to
editorial secretary, ‘meguro@iges.or.jp’. File of the application form can be downloaded from the web site of
JISE; https://www.jise.jp/jp/en/publications_e/
7. Typing must be on one side only with double spacing and margin.
8. The title should be followed by the names and affiliations of the authors. The main portion of the paper
should preferably be divided into follwing sections; Abstract, Introduction, Study area, Methods, Results, and
Conclusion or Discussion, followed by Acknowledgements and References.
9. Citations of reference in the text should be made as follows: Mueller-Dombois & Ellenberg (1974). Miyawaki et
al, (1982), (Gauch, 1982,) (Niemann, Heinrichi & Hilbig, 1973).
10. The reference list must be alphabetical and made as follows:
Mueller-Dombois, D. & H. Ellenberg. 1974. Aims and method of vegetation ecology. 547pp. John Wiley & Sons,
New York.
Numata, M., A. Miyawaki & S. Itow. 1972. Natural and semi-natural vegetation in Japan. Blumea, 20: 12- 496.
Forms of references should be followed by the latest number of the journal.
11. Tables should be typed on separate sheets. Figures should also be drawn on separate pages. Photographs
are treated as figures. The authors could indicate in red ink at the margin of the manuscript approximately
where tables and figures are to be inserted. The caption of tables, figures and photographs should be written
on a separate sheet.  
12. Reprints may be ordered from publisher at author’s expense.
13. The author receives only one set of proofs for checking. Alterations other than corrections of typographical
error are not possible.
14. This journal is copyrighted by Japanese Center for International Studies in Ecology, Institute for Global
Environmental Strategies. No reproduction without permission. Paper that has been published in this journal
will be also published on the internet.
Thank you for reading carefully.

ISSUING ORGANIZATION
Honorary editor-in-chief :
Akira Mayawaki,

J apanese Center for International Studies in Ecology, Institute for Global Environmental
Strategies: IGES-JISE

Editor-in-chief :
Kunio Suzuki,

IGES-JISE

Editorial Board (*Editorial secretary, **Editorial assistant) :
Keiichi Ohno,

Yokohama National University

Hiroshi harada,

 okohama National University (professor emeritus) Yukito NakaMura, Tokyo University of
Y
Agriculture (professor emeritus)

Shin-ichi Suzuki ＊＊,
＊

Tokyo University of Agriculture

Shin-ichi Meguro ,

IGES-JISE Hisanori HayaShi, IGES-JISE

Tomoki YagaSaki,

IGES-JISE

MItsuhiko Ozaki,

IGES-JISE

「生態環境研究」投稿原稿送付状（日本人用）
送付日
著者名和文（全員）
（研究会員に下線）

年

月

日

表題和文

著者名英文（全員）
切りとり線

表題英文

希望原稿種別（〇で囲む）

原著論文

原稿内訳

本文

短報
枚

投稿前のネイティブチェックの有無

図
□ 有り

希望別刷数
連絡先

／

総説

研究ノート
点

／

表

資料
点

／

□ 無し

部
住

所

氏

名

〒

電話・ファックス
メールアドレス

原稿送り先：
「生態環境研究」編集幹事 目黒伸一 E-mail: meguro@iges.or.jp
〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-14-27 新横浜第一ビルディング 3 階
（公財）IGES 国際生態学センター
TEL：045-548-6270   FAX：045-472-8810

意見

書評

写真

点

Application form for ECO-HABITAT (for nonnative)
Date of Submission
(Month/Date/Year)

/

/

Author(s) name
Please underline Research Member(s)
of JISE

Title in English

Title in Japanese
□ Article
□ Research Not
□ Book review

Type of the Manuscript

Main Text:
Figures:

Contents

□ Short Communication
□ Data
pages
pieces, Tables:

English corrected by natives

□ Yes

No. of copies required
Contact

copies
Address Institution/Company:
Address:

Postal code:
Name
Telephone / Fax
E-mail address
Receiver's address:
Shin-ichi Meguro,     E-mail: meguro@iges.or.jp
Editorial Secretary, ECO-HABITAT
Japanese Center for International Studies in Ecology, IGES
2-14-27 Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama 222-0033, JAPAN
TEL: 045-548-6270   FAX: 045-472-8810

□ Review
□ Record

pieces, Photos:
□ No

pieces

