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

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。

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
・User�ID�に�E-Mail�アドレスを入力します。
・�Log�Inをクリックすると、Errorメッセージが表示されるので、「Do�you�need�to�reset�your�password?」をクリックします。
・Reset�Password�に�E-Mail�アドレスを入力すると�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、そちらから新パスワードを入力・

設定のうえ、ログインをお願いします。 
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１．Log�In



【ご注意】
画面の幅が狭いと画面表示が変わります。
左上の「三」の箇所をクリックすると縦に項目が表
示されます。
画面を大きく広げると「Home」、「Author」などの
項目が横に表示されます。
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２．メインメニュー 操作においては以下、ご留意ください。

ブラウザの【行く� 】／【戻る� 】ボタンは
使用しないでください。

ポップアップブロックの設定を解除してご利用
ください。

姓名横の▼をプルダウンすると
・E-mail/Name
・Address
・User�ID�&�Password
を確認・修正することができます。

「Author」をクリックします。
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３．著者ダッシュボード

ここをクリックすると、新規投稿の
フォーム作成画面が表示されます。
初めての場合は、まずここをクリッ
クします。「著者Dashboard」は、今までに作成

した、または作成中の項目と原稿数を
表示します。いずれかをクリックする
とクリックした項目の論文が表示され
ます。 作成途中原稿の入力を再開する場合

未投稿論文がある場合、「Author」をクリックすると「未投稿論文（Unsubmitted�
Manuscripts）」が表示されます。
「Continue」をクリックして投稿作業を続けます。

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、受領せず戻し処理させていただく場合
がございます。戻し処理した論文は、投稿前と同様に、初回投稿では「未投稿
論文」、修正原稿では「修正論文（未提出）」のリストにございますので、
「Continue」をクリックして、投稿作業を続けます。
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４．投稿原稿作成手順（Step １〜 Step ６）

論文種別
部門を選択します。

部門を選択すると
投稿作業を進める「Step」の
項目が表示されます。



「＊」は必須項目になります。
必須項目の入力等が無い場合、画面上部に
赤文字で入力のない場所が表示されます。
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1. 「Select File1...」ボタンでアップロードする原
稿を選定してください。
2. 本文の版下原稿 PDF を「本文版下原稿 PDF」
としてアップロードしてください。
ファイル名には、半角英数字のみをご使用くださ
い。
（Adobe�製品での�pdf�作成をお願いします。）�

ファイルを修正した場合は、内容の重複した
ファイルが無いように、既にアップロードされ
ている修正前のファイルを削除して、最新の
ファイルのみをアップロードしてください。

連続する数編を応募する場合は、先の編の審査
が終了していなければなりません。
先の編の審査が終了して未刊行の場合や、参考
文献に含まれている文献が未刊行の場合には、
当該データ上部等に「参考文献●」といったス
タンプ処理を実施いただいた上で、最終原稿デー
タを「その他」にアップロードしてください。



ファイルがアップロードされた状態
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原稿を選択するとアップロードするファイル名が
緑色に変わります。

【注】GPL�Ghostscript 等のフリーソフトで pdf
を作成すると、アップロードは出来ても、プルー
フが表示されません。

Adobe 製品での pdf 作成をお願いします。



キーワードの追加はキーワードごと
に「+Add」をクリックしてください。
キーワードが 3つの場合、
入力⇒「+Add」を 3回繰り返します。
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入力済みの Step 画面は緑の✓点が
項目の左側に表示されます。
現在の Step 画面は「濃い青色」で
表示されます。

部門（再度選択してください）
①で選択された部門と必ず同じにしてくだ
さい。
部門の変更は、①に戻って部門の選択をし
てください。

系列：カテゴリー
カテゴリー I 〜 IV（構造系・
計画系・環境系）質疑討論

細分類
①で選択した部門の細分類が表示されます。
プルダウンメニューで細分類を選択してく
ださい。
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建築一郎（xxxxxxx)；建築次郎（xxxxxxx)；
建築三郎（xxxxxxx）
1234567 ／建築四郎／ 2017年 5月 10日
なし／建築五郎／ 2017年 6月 15日

著者全員の氏名と括弧書
きの会員番号をセミコロ
ンでつなげて入力してく
ださい。（半角数字）

著者の順番は、原稿通りとしてください。
第一著者の順番はプルダウンで「１」を選択し、
第二著者の順番はプルダウンで「２」を選択し
てください（第三以降同様）。
リストには入力順に氏名が表示されますが、後
から順番を変更することが可能です。
必ず、リストアップされている順番をご確認の
うえ必要があれば修正して原稿と同一の順番に
してください。

①

著者の追加は
① E-mail アドレスを入力後「Search」
をクリックします。
②著者名、所属機関が表示されます。
③正しければ「＋Add�Author」をクリックします。

②

③
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「＊」は必須項目になります。
該当箇所のボタンをチェックし、必須項目の記入をしてください。

「原稿種別」で “「不採用」「取り下げ」となっ
たことのない新規投稿 ” を選択した場合は「なし」と

ご記入ください。

前回不採用もしくは取下げとなった論文について、査読
のコメントを踏まえて修正再投稿した論文の場合には、
「原稿種別」で
”「不採用」「取り下げ」からの修正再投稿”

を選択いただいた上で、こちらの欄に修正の趣旨・概
要・経緯を明確に記述してください。当該欄は3,000字
程度入力可能で、埋めていただく必要はございません
が、委員会・査読者共に確認できる内容になりますの
で、簡潔かつ詳細わかるよう記載をお願いします。
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「請求書情報」の
*請求書宛名
*請求書送付先
*代表者携帯番号（必ず連絡の取れる番号）
は必須項目になります。

公費の場合、所属機関に必ずご確認ください。
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「＊」は必須項目になります。
必須項目の入力等が無い場合、
画面上部に赤文字で入力のない
場所が表示されます。
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View�PDF�Proof にて
アップロード原稿の最終
確認をお願いします。

すべてのステップにチェックマークが
付いたら画面最上部または最下部の
「送信」ボタンをクリックして、投稿
が完了します。
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ブラウザの【戻る】ボタンは使用しないでください。

投稿完了
　�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。

投稿完了後
　��「ダッシュボードに戻る」をクリックすると「著者ダッシュボード」
に戻ります。

投稿同意書について

★論文が投稿されると共著者全員に投稿同
意可否のメールが配信されます。もし同意
できない場合や、身に覚えのないメールを
確認しましたら、事務局までご連絡をお願
いします。筆頭著者も含めた全員に完成原
稿を事前に提示し同意を得るようにお願いし
ます。 



AIJT1606017-01
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５．投稿完了後 (1)
★論文に不備が見つかった場合
（共著者情報の入力、会員番号入力、本文の文字数等）

１�．事務局より論文の戻し処理の旨のメールがお送りします。
２�．メールは「Most�Recent�E-mails」で確認できます。
３．論文は「未投稿論文」になります。

メールにある「修正箇所」を確認し、論文を修正してください。
�未投稿論文リストから当該論文の「Continue」をクリックし、次
ページの要領で再度投稿してください。

　�「削除」をクリックするとデータがすべて消えてしまうので、「削除」
はクリックしないでください。

なお、必ず手順に沿って投稿をし直すこととし、同じ原稿を新規に投
稿して新たにＩＤ番号を取得することのないようお願いいたします。

★投稿完了後
　「投稿済論文」が投稿した論文数になります。

★論文に不備がない場合
（共著者情報の入力、会員番号入力、
本文の文字数等）

　査読者へ査読依頼となります。

１． ２．

３．



【pdf の差し替え】
「操作」のプルダウンから削除
を選びます。
メッセージが表示されるので
クリックします。
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10 海洋建築

10 海洋建築

1002 海洋建築　環境

５．投稿完了後 (2)
★ pdf を修正・アップロードする
ステップ 2（p6〜 p7）
�pdf を差し替える場合は、修正前の
pdf を「削除」してから、新たに修
正後の原稿をアップロードする

★著者情報を変更 ･追加する
ステップ 4（p9）

ステップ６
PDF画面では原稿中に文字化けなど
がないかを必ずご確認ください。
「著者：」の欄で共著者の人数、姓名
の確認ができます。

注）
修正原稿として事務局から論文が戻
されると、「論文 ID」が未提出となり
ます。
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６．修正原稿提出（再査読判定の場合）

査読終了後、「再査読」の判定となった場
合、「修正原稿提出依頼」がメールで事務
局から届きます。

【判定】
採　用：AA,�AXA
不採用：XX,�XAX,�XBX
再査読：AB,�BB,�AXB,�BXB

判定：A/Bの場合の「修正原稿提出依頼」メール



AIJ1234567-89

(AIJ1234567-89.R1)

「テスト」

「テスト」
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★コメントファイルのアップロード
①�「Select�File」でアップロードするファイルを選ぶ
②「Upload�File」をクリック

査読者の回答は、word ファイルあるいは pdf ファイルとし、所定のテンプレートを
使用してください。
☆回答書テンプレート
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/answer_sheet.docx

☆回答書見本
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/answer_sheet_sample.pdf

ファイル名の指定はありませんが、半角英数字をご使用くださ
い。例）answer_sheet.docx、answer.pdf�等

① ②

（１）回答書のアップロード

AIJ1234567-89
「テスト」

■修正論文の投稿を中断し、再開する場合

「修正論文の作成」は一度をクリックすると、表示されなくなります。
「修正論文（未提出）」の「Continue」をクリックしてください。
「Step1：採否通知への返答」画面になります。

著者Dashboard に「修正論文（未作成）」が
表示されます。
「修正論文の作成」をクリック、「OK」すると
「Step1：採否通知への返答」画面になります。
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（２）修正論文のアップロード

①

②

③

ファイルのアップロード手順

①初回査読論文�pdf�ファイルを削除
②「Select�File1...」で�pdf�を選択
③「Upload�Selected�Files」をクリック

建築一郎

建築一郎
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「View�the�PDF�to�submit」の [View�PDF�Proof] を
クリックして、修正原稿のpdfがアップロードされているか、
すべての情報を確認後、
「Submit」をクリックする。

（[view�PDF�Proof] に緑の✓点が表示されていないと
「Submit」のボタンがクリックできません。）

P.17、P18の作業が完了しましたら、左の『Submission』より「Step ７：確認・投稿」画面に移動し、
内容を確認のうえ「Submit」をクリックください。
※頁数や題名に変更がある場合、Step ２、Step ６等で修正を行ってください。
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７．採択原稿提出（採用原稿提出の流れ）

投稿原稿が採用決定されると事務局より、「採用決定通知」が届きます。（不採用の場合は「不採用決定通知」が届きます。）

次に最終原稿提出依頼の通知が届きますので査読結果（査読者からのコメント）、最終原稿提出の注意事項等が表記されております
ので、必ずメールの最後までご確認ください。

②査読報告にそって、原稿の修正

④最終原稿出力見本の郵送

③システムのから最終原稿提出
　（pdf、word 等）

①著者アカウントへログイン：修正内容の確認

変更した採用メールの貼り付け

【日付】

【連絡責任者名】様

先般投稿されました貴原稿『【論文タイトル】』につき、本委員会にて所定の審査を
行いました結果、『採用』と決定し、下記の論文集に掲載予定となりましたのでお知
らせいたします。

　日本建築学会【系】論文集　■■■■年■月　第■巻　第■号

最終原稿は投稿審査システムからのご提出となります。別途最終原稿提出依頼メー
ルをお送りいたしますので、ご確認のうえ、お手続きくださいますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

------------------------------
日本建築学会論文集委員会
Email:�ronbun@aij.or.jp
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①著者アカウントへログイン：修正内容の確認

著者ダッシュボードの「最終稿」をクリックすると原稿の投稿書式が表記される。

メールおよびシステムの「採否通知を見る」から
【査読者からのコメント】
を確認することができます。

AIJ1234567-89.R1
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②査読報告にそって、原稿の修正

【査読者からのコメント】
を確認し、原稿の修正をお願いします。

③最終原稿の提出

原稿の修正が終了したら、システムの「最終稿のStep2: ファイルアップロード」に最終原稿のpdf とwordをアップロードする。

建築�一郎test.pdf 修正前の pdf を削除してから、修正後の最終稿を
アップロードしてください。

※ご注意：提出以降は著者希望の差し替えは不可と
なりますのでご注意ください。
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原稿のアップロードが終了したら「Step6：確認・投稿」から論文を提出してください。



アカウント作成・新規投稿・修正原稿投稿・パスワードの再設定等

ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。

日本建築学会論文集担当 

E メール： ronbun@aij.or.jp 
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