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CPOPS 発刊のお知らせ
論文投稿
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS
CETACEAN POPULATION STUDIES (CPOPS) is an English peer reviewed on-line journal which publishes scientific articles on
cetaceans and other marine mammals in the form of (1) Original study – Full paper, (2) Original study – Short note, (3) Review of
studies, (4) Photo gallery with explanatory note as well as (5) Others, subject to authorization by the Editor-in-Chief in advance of
formal submission. CPOPS welcomes contributions from accredited scientists in any country. Copyright for articles published in
CPOPS is transferred to CPOPS when the article is accepted for publication. Articles published in CPOPS may not be reproduced,
in whole or in part, without written permission from CPOPS. CPOPS does not charge any submission or publication fee.
Full paper and Short note
A Full paper is a self-contained piece of work composed of systematic analyses which are scientifically organized using a
significant number of samples or a significant quality of information. For clarification of structure, the paper should be subdivided
into meaningful sections such as introduction, materials and methods, results and discussion, etc. The paper should include an
appropriate abstract (less than 300 words) and keywords (less than 6 words), and a list of references cited in the text.
A Short note should be composed of important information or analyses which are also scientifically organized, but it is not
necessary that the information is based on a sufficient number of samples or observations. The short note contents do not need
to be subdivided by sections as in the case of a full paper. It should include an appropriate abstract (less than 100 words) and key
words. The short note should not exceed 6 printed pages in length and include some thoughtfully selected tables and figures.

For more information, please visit our website (https://cpops.jp).

Submission of Manuscripts
Manuscripts should be original work not previously published. Manuscripts must (in principle) be prepared in Microsoft WORD
or PDF files and submitted to the email address below.

cpopspaper@gmail.com
The information obtained through paper submission will not be used for purposes other than those of publication without the
consent of the author himself/herself.
Manuscripts are peer-reviewed typically by three anonymous referees nominated by the Editorial Board. Contributors, if they
wish, can suggest specific names of up to two experts with sufficient knowledge and experience to review the paper. The Editorin-Chief will attempt to include one reviewer from the nominated experts.
When contributors are requested to revise their manuscripts, they can resubmit, within 30 days, the revised manuscript
incorporating comments and suggestions by referees, together with an attached note describing how the revision has been
carried out. The final decision on acceptance or rejection for publication is that of the Editor-in-Chief in consultation with other
members of the Editorial Board.
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You can find the Instructions to Contributors, Organization of Manuscripts, General Instructions and the Cover Page Template
for manuscript submission in the following link.

https://cpops.jp/paper_submission/index.html
The Instructions to Contributors may be revised from time to time according to development of CPOPS and discussions in the
Editorial Board.
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組織図

近年、鯨類研究の進展は目覚ましいものがある。この礎となった近代鯨類学の進展は、英国の王立海洋研究所が創始した
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「Discovery Reports」あるいはノルウェーにおける「Norwegian Whaling Gazette」によるところが大きく、我が国では
「The Scientiﬁc Reports of the Whales Research Institute」がそれらに匹敵する。
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「The Scientiﬁc Reports of the Whales Research Institute」は1947年の(財)鯨類研究所開設の翌年に創刊され、広く世界
に向けて情報を発信するため、当初より英文にて構成されていた。このことは日本の第二次大戦後の復興期においては、極め
て画期的な発刊形態であった。
「The Scientiﬁc Reports of the Whales Research Institute」には、創刊以来延べ246人の研究者による419編の科学論文

編集委員会

事務局

言えばImpact Factor および引用頻度の極めて高い研究誌であった。しかし、残念ながら「The Scientiﬁc Reports of the
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Whales Research Institute」は母体組織の改変により1988年に第39号をもって廃刊となり、様々な経緯により、新組織で
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が収録されている。これらの科学論文は広く内外の鯨類研究の発展に貢献したことは衆目の一致するところであり、今日的に

招聘編集員

ある日本鯨類研究所にも継承されなかった。
爾来30年、世界的視野から見れば多くの多様化した鯨類研究誌が存在し、それぞれが独自の観点からユニークな研究情報を発
信している。一方、我が国では、嘗ての「The Scientiﬁc Reports of the Whales Research Institute」に匹敵する鯨類研究
誌は未だ刊行されていない。これは我が国の鯨類研究者の多くが、海外に拠点を置く国際的な研究誌への投稿を目指している
からかもしれない。
しかし、捕鯨問題が国際的に混迷化すると共に、鯨類研究誌の発刊ポリシーにも変化が生じ、論文の採否を調査研究手法によっ
て差別する傾向も見られるようになった。この措置によって、投稿論文の審査を受けられない事態が少なからず生じている。
論文作成上動物倫理は強調されてしかるべきであるが、国際法や国内法によっても合法な調査研究の手法による差別化は、科
学研究の正当性を逸脱した措置と考えざるを得ない。
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我々が計画している新たな鯨類資源研究誌は「The Scientiﬁc Reports of the Whales Research Institute」のポリシー、つ
まり鯨類研究によって人類の福祉への貢献を目指し、動物倫理に合致すれば、調査研究手法による差別を設けない。しかし、
特定の研究組織の機関誌として刊行するには、世界情勢はあまりに複雑であり、研究誌としての中立性を維持するため、鯨類
資源研究刊行会をベースにした発刊形態をとることとした。新雑誌の名称は「Cetacean Population Studies」とする。広く
世界に門戸を開き、鯨類を中心とする海産哺乳類の資源研究の進展と、志ある後進の育成を目指したい。
2017年11月1日
鯨類資源研究刊行会
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