国立アイヌ民族博物館
編集・査読の体制

研究紀要

『国立アイヌ民族博物館研究紀要投稿要領』（2021 年 7 月 1 日制定）では、本紀要の編集方針・体制を以下のように定めている。
『国立アイヌ民族博物館研究紀要』投稿要領（2021年7月1日制定）より抜粋
（目的）
第１条

『国立アイヌ民族博物館研究紀要』（以下「紀要」という。）は、「先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国

内外にアイヌの歴史・文化等に関する正しい認識と理解を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造及び発展に寄与す

る」という博物館の設立理念に則って、当館が行う調査研究の成果を公表することを目的とする。
（審査）
第９条

投稿された原稿の掲載可否については、別に定める査読要領に基づいて、委員会または委員会が指定する外部専

門家で審査のうえ決定する。
（倫理的配慮）
第15条

委員会及び投稿者・執筆者は、本紀要を発行するにあたり、「先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国内外に

アイヌの歴史・文化等に関する正しい認識と理解を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造及び発展に寄与する」と
いう博物館理念、及び民族共生象徴空間の設立理念である「先住民族であるアイヌの尊厳を尊重する」という理念を遵守
すること、及び当館「研究行動に関する倫理規程」を遵守することが求められる。論文の内容が倫理的考慮を要する場合
は、必ず論文中に倫理的配慮をどのように行ったかを記載する。また、写真・図版等の著作権等使用許可に関しては執筆
者が責任を負う。研究内容・手法に倫理的問題がある場合には、委員会において掲載不可とする。また後日判明した場合
には掲載を取り下げるものとする。
『国立アイヌ民族博物館研究紀要査読要項』（2021 年 11 月 26 日制定）では、本紀要の査読方針・体制を以下のように定めている。
（目的）
第１条

この要項は、国立アイヌ民族博物館（以下「当館」という。）が編集、発行する国立アイヌ民族博物館研究紀要

（以下「紀要」という。）への掲載を目的に投稿された論文、研究ノート、資料紹介、事業報告及びその他紀要への掲載
が適当と認められる文章（以下「論文等」という。）について、査読の方法、掲載基準等必要な事項を定めることにより、
紀要の掲載内容の質を保証し、もって当館を含む民族共生象徴空間ウポポイの発展に資することを目的とする。
（査読者の匿名性）
第２条

原則として、査読者名は匿名とする。ただし編集委員会は、当該巻の編集終了後、紀要発行に際し、誌面で査読

者を公開することができる。
（掲載基準）
第５条

紀要の掲載基準は以下のとおりとする。

（1）編集委員会は、「先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国内外にアイヌの歴史・文化等に関する正しい認識と理解
を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造及び発展に寄与する」という博物館の設立理念に則って、当館及び民族共
生象徴空間ウポポイが行う調査研究の成果として公表するにふさわしいと思われる内容の投稿を掲載する。
（2）紀要に掲載される論文等について、研究倫理の遵守が徹底されていることを確認し、「先住民族であるアイヌの尊厳
が尊重されること」を最優先事項として査読にあたる。
（3）掲載の可否は、独創性、新規性、整合性、資料的意義等から判断され、投稿に含まれる発見、資料、考察、分析等の
学術的価値及び記録・資料的価値が共有される意義を考慮して判断する。
（4）掲載後に自由で闊達な議論が交わされるよう、著者が論文などにおいて表明する見解を尊重し、建設的・客観的な批
判や見解を表明する機会となることを重視する。
（5）掲載原稿は、原稿の分量、参照文献表記の方法等について執筆要領を遵守し、字句表現等が適切なものでなければな
らない。
（原稿掲載の決定）
第６条
定する。
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編集委員会は、査読者による査読意見を参考にしながら、前条各号に示された掲載基準に則して、原稿掲載を決

２

原稿掲載の決定は、編集委員会委員の過半数の賛成によって行う。

なお、論文の募集が行われた 2021 年度時点における「国立アイヌ民族博物館印刷物等編集委員会設置要項」では、本誌発行に
ついて次のように定められている。
（検討事項）
第2条

編集委員会は、次の事項について検討する。

（1）ニュースレター「アヌアヌ」の編集・発行に関すること
（2）研究紀要の編集・査読審査・発行に関すること
（3）調査研究報告書の編集・発行に関すること
（4）リーフレット等広報印刷物の編集・発行に関すること
（5）ウェブページの編集・公開に関すること
（6）年報の編集・発行に関すること
（7）その他、各種印刷物等発行及び公開に必要な事項について
（組織）
第３条

委員会は、次に定める委員長及び委員をもって構成する。

２

編集委員会は、事案ごとに次の委員をもって組織する。

（1）館長
（2）副館長
（3）研究学芸部長
（4）事業課長
（5）研究学芸部室長
３

委員長は、館長をもって充てる。

（会議）
第４条

委員会の会議は、委員長が招集する。

２

委員長は、必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

３

編集委員会の下に、各種印刷物等発行及び公開に関し専門的な調査及び検討をするため、必要に応じて部会を設

置することができる。
なお、紀要第 1 号の編集委員は以下の通り（肩書は 2022 年 9 月時点）。
館長

佐々木史郎

副館長

南健一

研究学芸部長兼展示企画室長

藪中剛司

研究学芸部

資料情報室長

田村将人

研究学芸部

研究交流室長

霜村紀子

研究学芸部

教育普及室長

森岡健治

事業課長

深澤博昭

紀要発行担当
谷地田未緒（研究交流室）、鈴木建治（展示企画室）
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National Ainu Museum Journal
Editorial and Peer Review Regulations
The "Guidelines for Submission to the National Ainu Museum Journal" (in Japanese/enacted on July 1, 2021)
stipulates the editorial policy and system for this journal.
[tentative translation]
(Purpose)
Article 1.
The purpose of the Journal is to publish the results of research conducted by the Museum in accordance with the
Museum's founding philosophy of "respecting the dignity of the Ainu as an indigenous people, promoting correct
recognition and understanding of Ainu history and culture in Japan and abroad, and contributing to the creation and
development of a new Ainu culture".
(Review)
Article 9.
The Committee or outside experts designated by the Committee shall review and decide whether or not to publish the
submitted manuscripts in accordance with the review procedures specified separately.
(Ethical Considerations)
Article 15.
In publishing this journal, the Committee and the contributors and authors shall be guided by the museum philosophy
above, and the philosophy of the establishment of Upopoy National Ainu Museum and Park. The applicant is required
to comply with the museum's philosophy of "respecting the dignity of the Ainu as an indigenous people" and with the
museum's "Code of Ethics Concerning Research Conduct”. If the content of the paper requires ethical considerations,
description of how those considerations were taken is required to be written within the paper. In addition, authors are
responsible for copyright and other permissions for the use of photographs, illustrations, and other materials. If there
is an ethical problem with the research content or methods, the committee will reject the article for publication. If the
ethical issues are discovered at a later date, the publication of the article will be withdrawn.
The "National Ainu Museum Journal Peer Review Guidelines" (in Japanese/ enacted on November 26, 2021)
defines the review policy and system for this Journal as follows.
(Purpose)
Article 1.
These Guidelines shall apply to the National Ainu Museum (hereinafter referred to as "the Museum"). The following are
the methods of peer-review and the procedures for the publication of articles, research notes, introductions to cultural
resources, program reports, and other writings deemed appropriate for publication in the Journal (hereinafter referred
to as "Articles"). The purpose of this regulation is to guarantee the quality of the contents of the journal and thereby
contribute to the development of Upopoy, including the Museum.
(Anonymity of reviewers)
Article 2.
In principle, the names of reviewers shall remain anonymous. However, the Editorial Board may disclose the names of
the reviewers in the journal after the completion of the editing of the volume of the Journal.
(Review Criteria)
Article 5.
The criteria for publication of the Journal shall be as follows.
(1) The Editorial Committee shall publish the results of research conducted by the Museum and Upopoy, in accordance
with the Museum's founding philosophy of "respecting the dignity of the Ainu as an indigenous people, promoting correct
recognition and understanding of Ainu history and culture in Japan and abroad, and contributing to the creation and
development of a new Ainu culture”.
(2) The articles and other materials to be published in the Journal will be peer-reviewed to ensure that research ethics
are thoroughly observed and that the editorial policy of "the dignity of the Ainu as an indigenous people is respected" is
given the highest priority.
(3) Acceptance or rejection for publication will be judged based on originality, novelty, consistency, material significance,
among other criteria. It will also be taken into consideration that the academic value of the findings, materials, and
analysis included in the article, as well as the significance of the resources and material.
(4) To encourage free and vigorous discussion after publication, the views expressed by authors in their papers will be
respected. The review will be based on a good will of providing an opportunity to express constructive and objective
criticism and views.
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(5) Manuscripts for publication should be written in compliance with the Guidelines for Writing Manuscripts in terms of
volume, references, and should be appropriately worded.
(Decision to publish manuscripts)
Article 6.
The Editorial Board shall make a decision on the publication of a manuscript with the publication criteria indicated in
the preceding article, while referring to the opinions of the reviewers.
2. The decision to publish a manuscript shall be made by a majority vote of the Editorial Committee members.
The "Guidelines for the Establishment of the Editorial Committee for Printed Materials of the National Ainu
Museum " for the fiscal year 2021, when editorial of this journal started, stipulates the following regarding the
publication of this journal.
(Article 2.)
The Editorial Committee shall consider the following matters.
(1) Matters related to editing and publishing the newsletter "anu anu,”
(2) Matters related to the editing, peer reviewing, and publication of the Journal,
(3) Editing and publishing research reports,
(4) Editing and publishing leaflets and other public relations materials,
(5) Editing and publishing web pages,
(6) Editing and publishing annual reports,
(7) Other matters necessary for publication and release of various printed materials.
(Organization)
Article 3.
The Committee shall consist of a chairperson and members as specified below.
(1) Executive Director
(2) Deputy Director
(3) Director of the Research and Curatorial Department
(4) Manager of the Administrative Division
(5) Managers of Divisions at the Research and Curatorial Department
The chairperson of the committee shall be the director of the museum.
(Meetings)
Article 4.
1. The chairperson shall convene meetings of the Committee.
2. The Chairperson may, when necessary, request the attendance of relevant persons and hear their opinions.
3. The Editorial Committee may establish subcommittees under the Editorial Committee as necessary to conduct
specialized studies and deliberations on the publication of various printed materials, etc.
The members of the Editorial Board of the Journal No. 1 are as follows
(titles are as of September 2022).
SASAKI Shiro (Prof. Dr.),
MINAMI Kenichi, 		
YABUNAKA Takeshi,
TAMURA Masato, 		
SHIMOMURA Noriko,
MORIOKA Kenji, 		
FUKAZAWA Hiroaki,

Executive Director of the Museum
Deputy Director of the Museum
Director of Research and Curatorial Department cum Manager of Exhibition Planning Division
Manager of Collection Management Division
Manager of Research Management and Exchange Division
Manager of Museum Education Division
Manager of the Administrative Division

Secretary for the Publication of the Journal
YACHITA Mio (Research Management and Exchange Division), SUZUKI Kenji, Dr. (Exhibition Planning Division)
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