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ユーザーID/パスワード がわからない（忘れてしまった）場合
• E-Mail Address を入力します。
• Goをクリックすると、入力したE-Mailアドレス宛にE-Mailが送られてきます。
• メール文中のハイパーリンクをクリックすると、ブラウザウィンドウが開きますので、

そちらで、新パスワードを入力し、ログインします。

→ ④へ

既にユーザーアカウントが作成されており、ID/パスワード をご存知の場合

1. User ID と Password を入力します。
2. Log In をクリックします。 → ④へお進みください。

ログイン(Log In)1

ユーザー ID/パスワード が未登録の場合
• Resister here をクリックし、新規にユーザーアカウントを作成します。

→ ②へ



アカウント作成(Create an Account)2

ステップ1: E-Mail / Name

ステップ2: Address

必須項目（req）はすべて入力してください。

E-mailアドレスは、必ずご本人の

ものをご使用ください。

共有アドレスは使用不可！

姓名の入力位置にご注意ください。

（「名」を先に入力）

他に送信したい宛先がある場合は、

こちらにE-mailアドレスをご入力

ください。



アカウント作成 （つづき）3

ステップ3: User ID & Password

ユーザーアカウント作成完了

すべての登録情報を確認し、

Finish ボタンを押します。

User ID は、初期値ではE-Mailアドレスが入力されます

が、お好きなIDに変更が可能です。

Password は、英数字8文字以上で数字を２文字以上含

めてください。

「Signature」は未入力のままで結構です。

ユーザーアカウントの作成が完了しました。

Log in をクリックし、→ ④へ

ご自身の Category をご入力ください。

ご自身の Membership ID をご入力ください。



Author Center ボタンをクリックします。

ここをクリックすると、新規入力フォームが作成されます。

初めての場合は、まずここをクリックします。 → ⑥へ

メインメニュー(Main Menu)4

ダッシュボード(Dashboard)5

サイト内の現在の位置を表示します。
サイト内ではこのリンクをクリックして移動します。
【重要】ブラウザの “戻る”ボタンは絶対に使用しないでください。

「論文リスト」は、今までにあなたが作成した原稿のステータスを表示します。いずれかをクリックすると
下にそのステータスの論文が表示されます。

一覧をクリックすると
各ステータスの論文が
下にリスト表示されま
す。

作成途中原稿の入力を再開する場合
論文リストの「Unsubmitted Manuscripts in Draft」をクリックし、

Continue Submission ボタンをクリックします。

不備等により、論文をお戻しした場合
ご投稿いただいた論文に不備等があり、一旦お戻しすることがございます。

お戻しした論文は、投稿前と同様に、初回投稿では「Unsubmitted 
Manuscripts in Draft」、修正原稿では「Revised Manuscripts in 
Draft 」のリストにございますので、リンクをクリックし、Continue 
Submission ボタンをクリックします。



ステップ①～⑥をすべて入力し、 後のステップ⑦で登録内容をPDFで確認する
と投稿ができます。
ステップを移動するごとに入力情報がサーバに保存されます。入力を途中で止め
ても、再度ログインして入力を再開することができます。

Abstract
制限文字数：200単語以内

Manuscript Type
プルダウン・メニューから該当の種別を
選択します。

Title 制限文字数：100単語以内

ステップ1: Title、Manuscript Type、Abstract6

ステップ2: Attributes7

Keywords

１～５個の範囲内で入力します。
１行に１個づつ入力してください。

Running Head 制限文字数：100字以内

Category

１～3個の範囲内で入力します。
左側で該当する項目を選択し Add ボタンを

押すと右側へ反映されます。



ステップ3: Authors & Institutions8

•共著者のユーザーアカウントがすでにシステム内に作成

されている場合、入力作業を省略することができます。

追加する共著者のE-Mail を入力し、Find をクリックし

てください。共著者が見つかると、共著者の情報が

フォーム内に自動入力されます。

•システム内にユーザーアカウントが作成されていない場

合は、各入力欄に共著者の情報を入力します。

•入力後、「Add To My Authors」ボタンを押し、共著

者を登録します。

ステップ4: Reviewers & Editors9

希望する/しない 査読者がいる場合は、こ
ちらに情報入力してください。

情報入力後、希望する査読者の場合は
「Designate as Preferred Reviewer」ボタン
を、希望しない査読者の場合は「Designate as 
Non-Preferred Reviewer」ボタンを押します。



ステップ5: Details & Comments10

Cover Letter を直接入力する場合
はこちらへ入力してください。

Cover Letter を添付入力する場合は
こちらからアップロードしてください。

本誌についての各設問に回答します。



この画面では論文ファイルのアップロードを行います。

• 「ファイルを選択…」ボタンでファイルを指定し、そのファイルの内容を右のプルダウンリストから指定し
ます。

• 「Upload Files」ボタンを押すとファイルがアップロードされます。
• 一度にアップロードできるファイル数は３つまでです。４つ以上ファイルがある場合は、回数を分けてアッ

プロードします。 すなわち、「Save and Continue」ボタンを押して、ファイルアップロード画面を空に
してから、ファイルを追加してください。

Main Text（本文）

• アップロードするファイルには、画面で登録した題名、要旨も含めてください。

Table、Figure（図、表）
• 本文とは別のファイルでアップロードします。

※アップロード可能なファイルフォーマット

• DOC（X）、XLS（X）、PPT（X）、JPG、TIFF、GIF、EPS、PDF

※ファイル名は半角英数字で入力し、必ず拡張子を付けてください。（拡張子がない場合、PDFが作成され
ません。）

ステップ6: File Upload11



このイメージファイルにリンクさせたい論文本文中の文字を入

力します。

例えば、“Fig. 1”と入力すれば、原稿をHTMLプルーフで見

たときに本文ドキュメント内の“Fig. 1”という文字をクリッ

クすると、このイメージファイルが表示されるようになります。

このイメージファイルについての キャプションを入
力します。
※Word, Excel, PowerPointファイルの場合は、こ
こに入力した内容が査読用PDF/HTMLに表示されま
せんので、アップロードするファイル内に直接
キャプションを入力してください。

※Caption は必ず本文ファイルにも記載して
ください。

ステップ7: File Upload （つづき）12

Save ボタンを押します。

さらにファイルを追加する場合は、
前頁と同様の操作を繰り返します。

アップロードが完了すると、アップロードされたファイルが一覧表示されます。
リストの左にある「Order」プルダウンリストでファイルの掲載順を以下の通りに並べ換
えることが可能です。

例： 1）Main Text → 2）Table → 3）Figure

並べ替えが終わったら、「Save File Order」ボタンを押します。 不要なファイルは、必ず「Delete」
ボタンを押して削除してください。



PDFボタンを押し、査読用ファイルを確認します。PDF画面では論文中に
文字化け等がないかを必ずご確認ください。すべての項目にマーク(     )が
入ったら、画面 下部の 「Submit」ボタンを押して投稿します。

正しく登録されている箇所には、チェックマークが付き
ます。正しくない箇所には×が付きますので、その
ステップに戻って修正をします。

ステップ8: Review & Submit13

これまで登録した内容を確認します。



投稿完了(Submission Confirmation)14

投稿完了です。

① 投稿完了の通知メールが送信されますのでご確認ください。
② 「Return to Dashboard」ボタンを押して、Author Dashboard に戻ります。

【重要】ブラウザの “戻る”ボタンは、システムの誤動作の原因となりますので
絶対に使用しないでください。



修正論文の作成15

修正論文 を作成するには、以下の手順に従ってください。

ここをクリックすると、ダイアログが表示されますので、OKを押
して修正論文作成の作業ステップに進みます。

★Click here to submit a revision ボタンは一度クリックすると消
え、次回ログインからは、論文リスト上の「Revised Manuscripts 
in Draft」からアクセスします。



審査結果（査読コメント）への回答16

「Save and Continue」 を押して、
次の作業ステップに進みます。

査読コメントへの著者回答

審査結果を確認の上、査読コメントに対する修正内容を
項目ごとに分けて入力します。

※この欄には修正原稿ファイルはアップロードしないでくだ
さい。



変更箇所の修正17

• 各ステップごとに前回提出時からの変更箇所を適宜修正します。
• 修正したファイルをアップロードする際には必ず、差し換え前の

古いファイルは削除し、重複した内容のファイルがないようご確
認ください。

PDFを確認後、すべての項目にチェックが入ったら、
画面 下部の “Submit” を押します。



提出完了(Submission Confirmation)18

提出完了です。

提出完了の通知メールが送信されますのでご確認ください。

【重要】ブラウザの “戻る”ボタンは絶対に使用しないでください。


