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日本建築学会論文集 論文投稿案内 

 

日本建築学会論文集（通称：黄表紙）は随時論文の投稿を募集しています。毎月 10 日 23 時 59 分を〆切として、1 か月単

位で受付を行っています。投稿および査読は「日本建築学会論文集投稿審査システム」を介して実施され、共著者含む著者

の皆様全員に、アカウントの作成をお願いしています。下記の規程類・マニュアル・テンプレートを事前にご確認いただき、システ

ムより投稿をお願いします。なお、投稿・審査・公開に関するよくあるご質問を FAQ にまとめていますので併せてご確認ください。 

 

●各種規程 

論文･作品の発表の場におけるピアレビューに関する倫理規程 

日本建築学会構造系，計画系ならびに環境系論文集応募規程 

日本建築学会構造系，計画系ならびに環境系論文集執筆要領 

版下原稿執筆の手引き 

論文集の訂正，取り下げに関する運用要領 

論文集応募原稿査読要領 

 

●日本建築学会論文集投稿審査システム 

https://mc.manuscriptcentral.com/aij 
⇒論文の投稿は「日本建築学会論文集投稿審査システム（以下、投稿審査システム）」よりお願いします。 

著者 1 名につき、必ず 1 アカウントを作成ください。アカウントを確認できない著者が含まれている場合には、投稿の「戻し」処

理を行わせていただき、受付することができません。アカウントはメールアドレス別に管理され、投稿時にはメールアドレスをもと

に著者を登録いただきます（具体の操作は下記「投稿者マニュアル」9 頁からご確認ください）ので、ご連絡可能なメールアド

レスをご登録ください。なお、登録済のメールアドレスは重複して登録できません。 

 

●各種マニュアル 

アカウント作成マニュアル 

アカウント変更マニュアル 

パスワード再設定マニュアル 

投稿者マニュアル 

査読委員マニュアル 

 

●各種テンプレート 

和文論文 （和文論文作成のポイント）   

英文論文   

回答書   （回答書作成のポイント）  

訂正記事  

質疑討論  

質疑討論：回答  

 

●各種申請書 

訂正申請  

取り下げ申請  

著者変更申請  

http://www.aij.or.jp/jpn/guide/rinri.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/hanshita.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/teisei_torisage.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
https://mc.manuscriptcentral.com/aij
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/accountmanual.pdf
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/r_g_account.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/pass.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/reviewermanual.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_Japanese.docx
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_Japanese_mihon.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_English.docx
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/answer_sheet.docx
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/answer_sheet_sample.pdf
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_teisei.docx
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_Shitsugitoron.docx
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_Shitsugitoron-answer.docx
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shinsei_teisei.docx
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shinsei_torisage.docx
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shinsei_author.docx


2 

 

 

●登載料・料金表 

 

2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿（11 月受付分）より、本会会員ではいらっしゃらない個人の共著者（以下、「会員外共著

者」）が含まれている場合でも、ご投稿が可能になります。なお、筆頭著者は本会正会員（個人）および準会員に限ります。会員

外共著者が含まれている論文が採用・掲載となった場合、会員外共著者 1 名につき 12,000 円(税別)を登載料に加算させて

いただきます。当該加算金額は新規投稿時点の会員または会員外情報で金額を算出いたしますので、その後の審査・査読～

掲載までの間に入会いただいた場合または退会・資格喪失された場合に、精算・相殺はいたしません。なお、筆頭著者は掲載

時まで本会会員となっていただく必要がございます。詳しくは FAQ の Q1 よりご確認ください。 

 

内 容 頁 数 

登 載 料 

著者が会員のみの採用論文 
会員外共著者を含む採用論文 

※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より変更※ 

論 文 本文 

4～6 頁 60,000 円（税別） 
左記の金額に、会員外共著者１名につき 

12,000 円（税別）を加算して徴する 

7～12 頁 85,000 円（税別） 
左記の金額に、会員外共著者１名につき 

12,000 円（税別）を加算して徴する 

質疑討論 2 頁以内 無 料 無 料 

 

登載料の請求書は原則、毎月 1 日の J-STAGE 掲載・公開後の当月初旬に、投稿審査システムに登録いただいたご住所・送

付先に郵送にてお送りします。その他、詳しくは Q43 からご確認をお願いします。なお、2023 年 10 月号掲載（10 月 1 日公開）

分より、請求書をインボイス対応の様式に変更させていただく予定です。郵送でお送りする点は相違ございませんが、一部変更

がございますので、詳細は Q44 からご確認をお願いします。 

 

 

●掲載ページ 

J-STAGE 上で、毎月 1 日に公開・更新しています。 

日本建築学会構造系論文集 

日本建築学会計画系論文集 

日本建築学会環境系論文集 

黄表紙目次一覧 

 

●お問い合わせ窓口 

ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにてご連絡をお願いします。 

 

なお、投稿審査システムはメンテナンス時等を除き常時操作可能ですが、事務局へのお問い合わせや個別対応については、

本会事務局の受付業務時間 9:15～17:30（土日祝休） に準じますことをご理解ください。 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

2023 年 4 月 3 日公開 

2023 年 4 月 18 日改訂 

  

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/aijs/-char/ja/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/aija/-char/ja/
http://www.jstage.jst.go.jp/browse/aije/-char/ja/
https://www.aij.or.jp/pprtoc_arch.html
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●FAQ  

 

Q1-1. 論文を投稿したいのですが、著者に必要な要件はありますか。 

A1-1. 2023 年 10 月 10 日までの新規投稿（10 月受付分）については、著者は全員本会会員（個人）の方のみ可能です。 

 

※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿（11 月受付分）より※ 

「日本建築学会構造系，計画系ならびに環境系論文集応募規程（以下、応募規程）」改訂に伴い、2023 年 10 月 11 日以降

の新規投稿より、筆頭著者か、共著者かによって要件が分かれます。 

 

・筆頭著者は、本会正会員（個人）または準会員に限ります。 

・準会員が筆頭著者の場合、本会正会員（個人）を１名以上、共著者に含んでいただく必要があります。 

・共著者は、個人であればどなたでも可能です。ただし会員外共著者１名につき採用・掲載後の登載料に 

12,000 円（税別） を加算させていただきます。 

・会員外の方は筆頭著者にはなれません。 

 

新規投稿時の情報（※）で金額算出しますので、投稿に際しては正確な情報の登録をお願いします＜応募規程 4.および 12.＞。 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

【応募規程（変更前）】 

 

４．著者の資格 

著者は全員本会会員（個人）とする。 

 

12．登載料 

採用された原稿は本会論文集登載料として，論文は４頁以上１２頁以内とし，４～６頁６０，０００円（税別）， 

７～１２頁８５，０００円（税別）を徴する。質疑討論は２頁以内とし，無料とする。 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

【応募規程（変更後）】 

 

４．著者の資格 

筆頭著者は本会正会員（個人）および準会員に限り，その他個人の共著者の会員資格の有無は問わない。 

ただし，筆頭著者が本会準会員の場合は，共著者に本会正会員（個人）を１名以上含むものとする。 

 

12．登載料 

(1) 論文は４頁以上１２頁以内とし，採用された原稿は，４～６頁６０，０００円（税別）， 

７～１２頁８５，０００円（税別）に(2)記載の金額を合わせて本会論文集登載料として徴する。 

(2) 会員外の共著者１名につき１２，０００円（税別）を徴する。なお，会員資格の判断は投稿時の情報による。 

(3) 質疑討論は２頁以内とし，本会論文集登載料は無料とする。 

 

附則 

この規程は 2023 年 10 月 11 日以降の新規原稿の投稿より適用する。  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
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【例】 

著者 A・正会員（個人）  著者 B・準会員       著者 C・正会員（個人） 

著者 D・正会員（個人）  著者 E・会員外（個人）   著者 F・会員外（個人） 

全 10 頁の論文の投稿の場合: 

 

①筆頭著者：A の単著 

⇒投稿◎  

⇒採用・掲載後の登載料 85,000 円＋税 

 

②筆頭著者：A／共著者：B および C 

⇒投稿◎ 

⇒採用・掲載後の登載料 85,000 円＋税 

 

③筆頭著者：B の単著 

⇒投稿× 

 ※準会員が筆頭著者の場合、共著者に正会員（個人）を含んでいただく必要があります 

 

④筆頭著者：B／共著者：C および D 

⇒投稿◎ 

⇒採用・掲載後の登載料 85,000 円＋税 

 

⑤筆頭著者：A／共著者：E 

⇒投稿◎ 

⇒採用・掲載後の登載料 85,000 円＋12,000 円＋税 ＝97,000 円＋税 

※E が会員外共著者となり、採用・掲載後の登載料に 12,000 円×1 名分を加算させていただきます 

 

⑥筆頭著者：E／共著者：A 

⇒投稿× 

※会員外の方は共著者のみなることができ、筆頭著者にはなれません 

 

⑦筆頭著者：A／共著者：B および C および D および E および F 

⇒投稿◎ 

 ⇒採用・掲載後の登載料 85,000 円＋12,000 円×2＋税 ＝109,000 円＋税 

※E および F が会員外共著者となり、採用・掲載後の登載料に 12,000 円×2 名分を加算させていただきます 

 

 

（※）上記のうち、例えば⑦の E および F が審査・査読中に入会された場合や、②の B および C が掲載前に退会された場合で

も、登載料の精算・相殺はせず、新規投稿時の情報で金額を算出します。 
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Q1-2. 「再査読」判定後の修正論文投稿時に、共著者のうち 1 名が建築学会に入会しました。採用・掲載となった場合に、登

載料のうち会員外共著者分の 12,000 円（税別）はかからないのでしょうか。※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より※ 

A1-2. 審査の流れについては Q31～Q35 を参照ください。「再査読」判定後の修正論文は、審査・査読が継続している扱いと

なり、新規投稿とはみなしません。会員外共著者の登載料は新規投稿時の会員情報で算出しますので、採用・掲載となった場

合に当該共著者は会員外共著者とみなし、登載料は 12,000 円（税別）を加算した金額で請求させていただきます。登載料の

請求内容に関しては、新規投稿時に投稿審査システムより誓約いただきますので、ご了承のほどお願いします。 

 

Q1-3. 「再査読」と判定された論文の修正と併せて、会員外共著者を 1 名追加したいと考えています。採用・掲載となった場

合に、登載料はどのようになりますか。※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より※ 

Q1-4. 「再査読」と判定された論文の修正と併せて、会員外共著者を 1 名削除したいと考えています。採用・掲載となった場

合に、登載料はどのようになりますか。※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より※ 

Q1-3～4. 著者の追加・削除については Q37 を参照ください。論文集委員会で審議のうえ認められた場合には、著者の情報が

改められることとなりますので、変更後の著者情報にて、登載料を算出させていただきます。 

 

Q1-5. 前回「不採用」となった論文を修正し、再投稿する予定です。その間に、共著者のうち 1 名が建築学会に入会しました。

掲載・採用となった場合に、登載料の扱いはどうなるのでしょうか。※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より※ 

A1-5. 前回不採用となった論文の修正再投稿については Q38 を参照ください。「不採用」の判定時点で前回の論文の審査・

査読は終了していることから、当該投稿は新規投稿扱いとなります。当該投稿時点の会員情報で登載料を算出しますので、入

会された当該共著者様は会員扱いとなり、会員外共著者分 12,000 円（税別）は登載料の請求に含めません。 

 

Q1-6. 筆頭著者として「採用」と結果通知された論文がありますが、掲載までの間に退会しても、論文は公開されますか。 

A1-6. 採用判定後の流れについては Q40～42 を参照ください。10 月 11 日以降の新規投稿であっても、採用通知後・掲載

前に筆頭著者の退会を確認した場合には、掲載できかねますので、再入会をお願いします。なお、10 月 10 日までの新規投稿

は全著者について、10 月 11 日以降の新規投稿は筆頭著者について、掲載まで本会会員となっていただく旨を、投稿時に投

稿審査システムより誓約いただきますので、ご了承のほどお願いします。 

 

Q1-7. 2023 年 10 月 10 日までに投稿した論文で、会員外共著者を追加することは可能ですか。 

Q1-8. 2023 年 10 月 10 日までに投稿した論文で、著者が採用通知後・掲載前に退会しても論文は掲載・公開されますか。 

A1-8～9. 規程変更の内容については、10 月 11 日以降の新規投稿から適用になりますので、それ以前の投稿分については

対象外となり、どちらも承ることはできません。また 10 月 10 日までの新規投稿は全著者について、掲載まで本会会員となって

いただく旨を投稿時に投稿審査システムより誓約いただきますので、ご了承のほどお願いします。そのため採用の結果通知後で

も、掲載前に著者の退会を確認した場合には、掲載できかねますので、再入会をお願いします。 

 

Q2. 応募にあたって、投稿料は必要ですか。 

A2. 応募時の投稿料やアカウント作成費用は設けていませんが、採用・掲載時に登載料を請求させていただきます。登載料の

請求書は原則、毎月 1 日の J-STAGE 掲載・公開後の当月初旬に、投稿審査システムに登録いただいたご住所・送付先に郵

送にてお送りします。 
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Q3. 投稿はいつでも可能ですか。 

A3. 投稿審査システムは常時受付していますので、いつでも投稿いただくことができます。ただし、予告無くメンテナンス等を行う

場合がありますので、その間は投稿いただくことができません。〆切は毎月 10 日の 23 時 59 分とし、それ以前に投稿のあった

論文で確認が済んだものについて、受理の上審査・査読に進めさせていただきます。毎月 11 日の午前 0 時以降のご投稿は、

次月の受付分とさせていただきます＜応募規程 7.＞。 

 

Q4. 投稿は郵送でも可能ですか。 

A4. 郵送・持ち込みでの紙面投稿は承っておりません。原稿データは PDF 形式に変換いただき、投稿審査システムより投稿を

お願いします＜応募規程 7.および 13.＞。なお本会の編集の都合で恐縮ですが、PDF の変換形式によっては、文字化け等が

生じてしまうことがあり、別のアプリケーションでの作成をお願いさせていただく場合がございます。その場合には別途事務局より

ご連絡差し上げます。 

 

Q5. 構造系、計画系、環境系論文集の各部門の内訳について教えてください。 

A5. 下記のとおりになります。 

構造系 ・・・ 「材料施工」「構造」 

計画系 ・・・ 「建築計画」「農村計画」「都市計画」「建築社会システム」「建築歴史・意匠」 

環境系 ・・・ 「環境工学」 +領域横断的部門 

※領域横断的部門とは、「防火」「海洋建築」「情報システム技術」「教育」「災害」「地球環境」を指します。原則環境系論文集

への掲載となりますが、投稿時に選択いただく系を申告とみなし、基本的には申告通りの系に掲載させていただきます 

 

Q6-1. 大会で発表した内容を投稿することは可能でしょうか。 

Q6-2. シンポジウムで発表した内容を投稿することは可能でしょうか。 

Q6-3. 所属している研究所で発表した内容を投稿することは可能でしょうか。 

Q6-4. 博士論文で発表した内容を投稿することは可能でしょうか。 

A6-1～4. ＜応募規程 1.(1)a)＞には、論文は未発表であることを要件としていますが、＜応募規程 2.＞に既発表のものでも

応募できる範囲を、＜執筆要領 8.(4)および(6)＞にその場合の参考文献への記載について定めています。当該範囲内と解さ

れる場合には、上記規程類に沿い原稿を作成のうえ、投稿をお願いします。なお、応募規程改訂に伴い＜応募規程 2.(6)＞と

して学位論文も範囲内になることを明記させていただきました。 

 

Q7-1. 頁数に制限はありますか。 

A7-1. 論文は本文 4 頁以上 12 頁以内、質疑討論は 2 頁以内になります＜応募規程 6.(4)＞。 

 

Q7-2. 12 頁には収まりきらないのですが、投稿できないでしょうか。 

A7-2. 13 頁以上の論文は受付できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
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Q8. 標題の付け方にルールはありますか。 

A8. 連編でない論文の場合と連編の場合とで異なります。連編については Q9-2 よりご確認ください。 

 

【例】 連編でない論文 

 

駅前広場における景観の多様性とその評価に関する研究 

駅前緑化による利用者への心理的効果について 

 

DIVERSITY AND FAVORABILITY OF TOWNSCAPES IN STATION PLAZAS 
Psychological effects on users due to greening in front of the station 

 

 

 

なお、投稿審査システムにも「題名」として入力いただきますが、和文論文は和文（日本語）題名を、英文論文は英文題名を、

それぞれ入力ください。また副題の設定がない場合には、「副題」欄は空欄で構いません。 

 

Q9-1. 連編を投稿したいのですが、要件はありますか。 

A9-1. 連続した数編を応募いただく場合には、各編がそれぞれ完結したものである必要があります。また、先の編の採用通知

前に続編の投稿はできません＜応募規程 3.(3)および(4)＞。なお、先の編の掲載・公開まで済んでいなくても、採用決定され

ていれば、続編の投稿が可能です。 

 

【例】 

（その１）論文 投稿 

↓                                                   （その２）論文 投稿× 

（その１）論文 採用 ⇒ （その２）論文 投稿◎                       （その３）論文 投稿× 

                 ↓ 

                （その２）論文 採用   ⇒ （その３）論文 投稿◎    

 

 

なお先の編の掲載・公開が済んでいない場合に、査読委員がわかるように、採用決定している先の編の最終原稿データを併せ

て投稿審査システムに登録ください。＜投稿者マニュアル 6 頁＞を参照のうえ、当該データの先頭頁上部等に「公開前の前編

最終原稿」などのスタンプ処理等を行っていただき「その他」としてアップロードをお願いします。なお、当該論文が参考文献のひ

とつとして引用されている場合には、Q15-2 に沿ってご対応ください。 

 

 

 

 

 

 

 

（その１）の採用通知前のため、投稿不可 

（その 2）の採用通知前のため、 

（その 2）および（その 3）の同時投稿不可 

主題 

副題 

副題の有無は任意です 
英文主題 

全て大文字 

英文副題 ※和文副題がある場合 

先頭・固有名詞のみ大文字、他は小文字 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
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Q9-2. 連編の場合の標題の付け方について、教えてください。 

A9-2. ＜応募規程 3.(3)＞および＜執筆要領 3.(3)＞をご確認のうえ、参考例は下記のとおりです。 

 

 

【例】 連編の場合 

 

駅前広場における景観の多様性とその評価に関する研究（その２）： 

駅前緑化による利用者への心理的効果について 

大宮駅を事例として 
DIVERSITY AND FAVORABILITY OF TOWNSCAPES IN STATION PLAZAS (PART 2): 

PSYCHOLOGICAL EFFECTS ON USERS DUE TO GREENING IN FRONT OF THE STATION 
A case study of Ômiya station 

 

 

 

 

なお、投稿審査システムにも「題名」として入力いただきますが、和文論文は「総主題＋主題」の和文（日本語）題名を、英文論

文は「総主題＋主題」の英文題名を、それぞれ入力ください。また副題の設定がない場合には、「副題」欄は空欄で構いません。 

 

Q9-3. 連編でない、別の 2 つの論文を同時に投稿することはできますか。 

A9-3. 可能ですが、論文集委員会・事務局での確認時に、＜倫理規程 1.6＞に定める分割投稿（サラミ投稿）や重複投稿、

連編と思しき内容（例：1 編の論文の採否が、もう 1 編の論文の採否に影響し得ると解される場合）等が発見されれば、委員会

より連絡のうえ、受付させていただくことができない場合もございます。規程類に則った投稿をお願いいたします。 

 

Q9-4. 連編をまとめてどこかの号で掲載していただきたいのですが。 

A9-4. ご要望は承っていません。 

 

Q10. 英語の論文を投稿したいのですが。 

A10. 可能です。英文論文のテンプレートに沿って原稿データの作成をお願いします。 

 

Q11-1. 英文要旨とは何のことでしょうか。 

A11-1. ＜応募規程 6.(2)＞および＜執筆要領 4.＞に定めていますが、論文の内容の主要な点を 100 語以内にまとめ、第 1

頁の所定の位置に記載ください。101 語以上の場合、論文の「戻し」処理のうえ再投稿をお願いさせていただきますので、投稿

前に確認ください。なお、英文要旨は同じく 100 語以内で、投稿審査システムに入力いただきます。第 1 頁記載内容と同内容

にて入力をお願いします。 

 

 

 

 

 

総主題 

末尾に「（その●）：」をつける 

主題 

副題 

副題の有無は任意です 

英文総主題 

全て大文字、 

末尾に「(PART ●):」をつける 

英文主題 

全て大文字 
英文副題 ※和文副題がある場合 

先頭・固有名詞のみ大文字、他は小文字 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/guide/rinri.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_English.docx
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
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Q11-2. 過去掲載されている論文には、最後の頁に英文要約が付されているものがあります。現在の対応はどのようになってい

るのでしょうか。必要なものでしょうか。 

A11-2. 2021 年 11 月投稿分まで、最終頁の英文要約を必須とし、本文最大 11 頁＋無料で最終頁に英文要約という構成で

した。2021 年 12 月の規程変更の際に当該内容は削除され、現在英文要約は不要です。なお、英文要約を付して投稿いただ

くことは可能ですが、本文扱いとなり、英文要約を含めて 12 頁以内で投稿をお願いします。 

 

Q12-1. 第 1 頁下部の脚注の所属機関・学位の書き方に要件はありますか。 

A12-1. ＜執筆要領＞および＜版下原稿執筆の手引＞に定める以上のものはございませんが、脚注を空欄のままでのご投稿

や、脚注に所属・学位以外の注を付しての投稿は、お断りさせていただいています。なお、投稿時と掲載時でご所属が変わる予

定がある場合等で、脚注記載のご所属は本会にて修正させていただくことが可能です。詳しくは Q42 から参照ください。 

 

Q12-2. 第 1 頁下部の脚注に、「大会で発表した内容を再構成したもの」と記載したいのですが、宜しいでしょうか。 

A12-2. ＜応募規程 2.＞に定める既発表でも応募できる範囲に該当する場合のご対応として、＜執筆要領 8.(4)および(6)＞

に沿った論文作成をお願いしていますが、 

“本文中に当該論文との関係について明記すること” 
と定めていますので、脚注への記載はご遠慮いただき、脚注には所属機関・学位のみを記載ください。 

 

Q12-3. 2 つの所属を併記したいのですが、可能でしょうか。 

A12-3. 可能です。2 つの所属を「/」で繋ぐ形で記載ください。 

 

Q13. 図・表は日本語表記でも構いませんか。 

A13. 問題ございません。 

 

Q14. 注と参考文献を１箇所にまとめて「注釈」などとして記載してもいいでしょうか。 

A14. ＜執筆要領 8.(1)＞では、 

“注および参考文献は、本文の後にそれぞれ使用順に番号を付け、まとめて掲載する” 
と定めていますので、注と参考文献は分けて記載ください。 

 

Q15-1. 参考文献は日本語のみでもいいでしょうか。 

A15-1. ＜執筆要領 8.(3)＞に沿い、原則英語または英日(原語が日本語以外の場合には英語と原語)併記での記載をお願い

します。詳細は執筆要領からご確認ください。 

 

Q15-2. 採用は決定していますが掲載・公開前の論文等について、参考文献に含めることは可能でしょうか。 

A15-2. 本会発行の「日本建築学会論文集」「日本建築学会技術報告集」「JAABE」「JAR」「大会学術講演梗概集」「支部研

究報告」掲載論文については、採用決定していれば参考文献に含めていただいて構いません。なおこの場合、Q9-1 に同じく最

終原稿データを併せて投稿審査システムに登録ください。＜投稿者マニュアル 6 頁＞を参照のうえ、当該データの先頭頁上部

等に「参考文献●」などのスタンプ処理等を行っていただき、「その他」としてアップロードをお願いします。上記以外の未発表論

文等は、参考文献に含めることは承っていませんが、必要な場合には注に含めることでご対応ください。 

 

 

 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/hanshita.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/shippitu.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
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Q16. DOI とは何のことでしょうか。 

A16. Digital Object Identifier の頭文字で、コンテンツの電子データに付与される国際的な識別子のことで、当会発行のジャー

ナルでは論文集・技術報告集・JAR・JAABE・構造工学論文集 B において、記事単位で発行（付与）されています。DOI が付さ

れている論文については、参考文献中に「https://doi.org/10・・・」から始まるリンクを記載くださいますようお願いします。 

本会論文集の例： https://doi.org/10.3130/aij●.△△.◆◆ 

● ・・・構造系「s」、計画系「a」、環境系「e」 

            △△・・・巻名 

            ◆◆・・・当該論文第 1 頁目の頁番号 

 

Q17-1. 原稿データの PDF サイズに上限はありますか。 

A17-1. 投稿審査システムの都合で恐縮ですが、8MB 程度を超えると正常に登録されない場合がございますので、8MB 以内

での投稿をお願いします。なお図・表・写真が不鮮明な場合、採用決定後・掲載前に同じ図・表・写真に限り、鮮明な画像デー

タに差替対応させていただくことが可能です。 

 

Q17-2. モノクロの原稿データで応募し、掲載時にカラーに変更したいのですが、可能でしょうか。 

A17-2. モノクロのデータで応募いただいた論文について、カラーに変更しての掲載は承っておりません。逆に、カラーで応募い

ただいた論文について、モノクロに変更しての掲載も承っておりません。 

 

Q18-1. 本文中の引用箇所について、審査・査読時にわかりやすいように色をつけたいのですが、宜しいでしょうか。 

Q18-2. 本文の横に、審査・査読時にわかりやすいように行数を示す番号を振りたいのですが、宜しいでしょうか。 

A18-1～2. ご投稿を妨げるものではありませんが、採用決定後の最終原稿については削除したものでご提出をお願いします。 

 

Q19-1. アカウントの作成は誰でも可能ですか。 

A19-1.どなたでも可能ですが、筆頭著者・共著者いずれの場合でも、投稿審査システムのアカウントの作成を必須とさせていた

だいています。詳細は＜アカウント作成マニュアル＞＜アカウント変更マニュアル＞からご確認ください。既に同じメールアドレス

でアカウントが存在する場合には、重複しての登録はできません。なお、運営の都合上、お１人様につき複数アカウントの作成は

ご遠慮ください。 

投稿審査システムの都合で恐縮ですが、本会の会員情報と投稿審査システムの情報は紐づいておりません。メールアドレスの

変更や個人情報の変更・更新等ございましたら、投稿審査システムよりログインいただき、上記マニュアルに沿いご自身でのシ

ステム操作についてご協力をお願いします。 

 

Q19-2. 別の著者が論文を投稿しましたが、その際に登録済ではない別のメールアドレスで、私のアカウントをもう１つ作成してし

まいました。アカウントを１つにまとめることは可能でしょうか。 

A19-2. 2 つのアカウントを統合しますので、各登録メールアドレスと、優先するアカウントがどちらになるかを事務局

ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにてご連絡をお願いします。 

 

Q20. パスワードを忘れてしまいました。どのパスワードを設定したか教えてもらえますか。 

A20. セキュリティの関係でパスワードは事務局でもお調べできません。お手数ですがご自身で再設定をお願いします。詳細は 

＜パスワード再設定マニュアル＞からご確認ください。 

 

 

 

https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/accountmanual.pdf
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/r_g_account.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/pass.pdf
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Q21-1. どの部門に応募したらよいかわかりません。 

A21-1. 著者の皆様のご判断で選択くださいますようお願いします。なお受理後に、部門の変更について委員会よりご相談させ

ていただく場合がございます。その際には別途事務局よりご連絡差し上げます。 

 

Q21-2. カテゴリーとは何ですか。どのカテゴリーに応募したらよいかわかりません。 

A21-2. ＜応募規程 1.(1)b)＞に定めていますので、ご確認ください。著者の皆様のご判断で選択くださいますようお願いします。 

 

Q22. システムより共著者のアカウントを登録しています＜投稿者マニュアル 9 頁＞が、共著者がどのメールアドレスでシステム

登録されているのかわかりません。教えていただけますか。 

A22. 個人情報になりますので、事務局よりお伝えすることはできません。当該共著者ご本人様にご確認をお願いします。 

 

Q23-1. 実際にシステム操作して投稿するのは筆頭著者でなくてもよいですか。 

Q23-2. 実際にシステム操作して投稿するのは会員外共著者でもよいですか。※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より※ 

A23-1～2. 問題ございません。なお、投稿同意に関するメールと「戻し」処理のメールは共著者含む著者全員にメールを配信

しますが、結果通知や掲載用原稿の確認等については、投稿審査システムより投稿操作いただいた方を「連絡責任者」とし、当

該責任者様のみにメールにてご連絡させていただきます。ご連絡の取れるメールアドレスのご登録をお願いします。 

 

Q23-3. 著者ではないのですが、頼まれたのでアカウント登録・システム操作して投稿してもいいですか。 

A23-3. 申し訳ございませんが、著者以外の方の投稿操作はご遠慮ください。 

 

Q24. ＜投稿者マニュアル 9 頁＞に沿って著者を登録していますが、「Selected Authors」中の「順番」とは何のことですか。 

A24. 筆頭著者を「1」とし、下記の例を参考に原稿と同一となるよう投稿操作をお願いします。 

 

【例】 

論文第 1 頁目 

構造 一郎＊1，環境 二郎＊2，計画 三郎＊3、施工 花子＊4， 
設備 良子＊5，意匠 律子＊6 

システムの登録「順番」 

構造 一郎・・・1（筆頭著者） 

環境 二郎・・・2 

計画 三郎・・・3 

施工 花子・・・4 

設備 良子・・・5 

意匠 律子・・・6 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf


12 

 

 

Q25. ＜投稿者マニュアル 9 頁＞に沿って著者を登録していますが、「※著者全員の会員番号」は空欄でもいいですか。 

A25 .お手数おかけしますが、会員情報の確認のため、こちらの欄の入力にもご協力をお願いします。なお当該欄には、操作者・

筆頭著者含め全員のお名前と会員番号を入力いただきますようお願いします。 

 

※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より※ 

投稿審査システムの当該欄を「※著者情報の入力」と変更し、「筆頭著者」の氏名・番号、「会員共著者」の氏名・番号、「会員

外共著者」の氏名をそれぞれ入力いただく仕様に変更する予定です。新規投稿時の当該登録内容にて、採用・掲載後の登載

料を算出させていただきます。なお、仮に会員である旨入力いただいたにも関わらず、会員であることを確認できない場合には、

受付前に別途事務局よりご連絡させていただきます。 

 

Q26. 先ほど入会したのですが、会員番号がわかりません。 

A26. ご入会手続きの際に届いた以下のメール中に記載されていますのでご確認ください。 

・「口座振替（Web 受付）」を選択された方 ・・・ 「日本建築学会 入会お申込み受付完了のお知らせ」 

・「コンビニ（Web 受付）」を選択された方  ・・・ 「入金確認のお知らせ（日本建築学会）」 

 

Q27. 「論文の投稿同意に関するご連絡」として、共著者としての投稿同意メールが届きましたが、身に覚えがありません。 

A27. ＜倫理規程 1.2＞には、共同著者について定めています。共同著者には当該論文に関する責任も生じることから、新規

論文の投稿があった場合、著者全員に「論文の投稿同意に関するご連絡」として、投稿審査システムよりメールを配信していま

す（新規投稿時のみで、「再査読」判定後の修正論文投稿時には配信していません）。同意いただける場合にはご返信は不要

で、その時点で同意があったものとみなしておりますが、身に覚えがない場合や同意できない場合には、お手数ですが事務局 

ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにてご連絡をお願いします。 

 

Q28. 「Continue」や「Submit」のボタンを押しても、画面が進みません。どうすればよいですか。 

A28. お使いのブラウザで自動翻訳機能が入っている場合、投稿審査システムがうまく作動しないことがあります。翻訳設定を

切っていただいた上で、再度操作をお願いします。 

  

http://www.aij.or.jp/jpn/guide/rinri.pdf
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Q29. 投稿した論文に、不備を見つけてしまいました。再投稿は可能でしょうか。 

A29. 原則再投稿は承っていませんが、受付前であれば対応させていただくことが可能な場合もございます。ご要望の際には、

事務局 ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにてご連絡をお願いします。なおその場合でも、事務局で代わっての投稿

は承っておらず、投稿審査システムより「戻し」処理のうえメールを配信しますので、お手数ですがご自身で再度投稿操作をお

願いします。事務局あての原稿データ送付はご遠慮ください。 

事務局で不備を発見した場合には、同じく「戻し」処理のうえメールを配信しますので、内容をご確認のうえ修正いただき、メール

記載の期限までに再度投稿操作をお願いします。 

なお、この際の操作については、＜投稿者マニュアル 15 頁＞以降の手順に沿っていただき、同じ論文を新規に投稿して新たに

ID を取得いただかないようお願いします。また、当該不備に関する再投稿は「前回不採用からの修正再投稿」ではございません

ので、当該内容については、Q38 の投稿審査システム「無修正再投稿論文の禁止」欄は申告しないことでお願いします。 

期限までに投稿いただければ、当月分として受付させていただきますが、再度の投稿をいただけなかった場合には、次月以降

の受付とさせていただきます。 

なお、審査・査読が開始している場合等、修正や再投稿を承ることができない場合もございますことをご承知おきください。 

 

Q30-1. 投稿した論文に不備があったか不安なのですが、何も連絡がありません。受理されたのでしょうか。 

Q30-2. 投稿した論文について何も連絡がないのですが、投稿審査システムのステータスが「投稿確認中」のままです。何か

不備があったのでしょうか。 

A30-1～2. 不備がない場合に、受理した旨のご連絡は差し上げていません。また受理後、委員会での確認と査読委員の選

定・依頼を経て、査読が開始されます。投稿・受理後すぐに査読が開始されるものではございませんので、本会からの連絡がな

い場合でも、恐縮ですが結果通知までお待ちくださいますようお願いします。 

 

Q31-1. 審査・査読がどのような流れで行われるのか教えてください。 

A31-1. ＜応募規程 8.＞および＜査読要領＞をご確認ください。大まかな流れとしては、論文受理後、論文集委員会が依頼・

選任した査読委員により査読が行われ、「採用」または「不採用」が 2 名に達した段階で、論文の採否が決定されます。1 次査

読における査読委員の評価は「採用」「不採用」「再査読」のいずれかとなり、評価提出後、委員会にて判定のうえ、メールにて

結果通知します。なお、評価が分かれた場合には、第 3 査読委員の査読に移行します。1 論文における最大の査読委員数は

3 名です。判定が「再査読」となった場合には、結果通知から 2 か月を期限に、「修正論文」および「回答書」のご提出をお願い

いたします。当該 2 つのデータの提出を確認・受理後、「再査読」と評価した査読委員に 2 次査読を実施いただきます。1 次査

読の「採用」「不採用」評価は引き継がれた上で、「採用」または「不採用」が 2 名に達するまで査読が続きます。1 次査読で「再

査読」と評価した査読委員は 2 次査読では「採用」または「不採用」のみ選択でき、再び「再査読」は選択できません。「修正論

文」の提出は最大 2 回まで（2 回目の 2 次査読）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
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査読委員 1・2・3 の各評価と、判定の内訳は下記になります。 

A・・・採用 B・・・再査読 X・・・不採用 -・・・実施なし 

 

 

 

 

 

 

Q31-2. 査読にはどのくらい時間がかかりますか。 

A31-2. 査読期間は査読状況によって変わりますので、期間については回答できかねます。査読委員には、承諾後 30 日を期

限としてご提出をお願いしています。論文投稿から 30 日ではございません。なお判定が分かれた場合には第 3 査読委員の査

読に移行しますが、移行した旨の著者あて連絡はいたしません。 

 

Q31-3. 投稿した論文の査読状況を確認したいのですが。 

A31-3. 公平な審査・査読を阻害する虞もございますので、原則回答できません。なお、＜査読要領 9.(4)＞のとおり、査読が

行われている場合には、投稿審査システムにはステータスとして「査読中」と表示されますので、こちらが表示されていれば、結

果通知までお待ちくださいますようお願いします。 

 

 １ ２ ３ 判定 

 

 
A A - A 

 

 
X X - X 

 

 
A X A A 

 

 
A X X X 

 

→2 次査読 

A B 

→A 

- B 

→A 

 

→2 次査読 

A B 

→X 

 

A 

B 

→A 

 

→2 次査読 

⇒2 次査読（2 回目） 

A B 

→X 

 

B 

⇒A 

B 

→B 

→A 

 

→2 次査読 

⇒2 次査読（２回目） 

A B 

→X 

 

B 

⇒X 

B 

→B 

⇒X 

 

→2 次査読 

A X B 

→A 

B 

→A 

 

→2 次査読 

A X B 

→X 

B 

→X 

 １ ２ ３ 判定 

 

→2 次査読 

B 

→A 

B 

→A 

- B 

→A 

 

→2 次査読 

B 

→X 

B 

→X 

- B 

→X 

 

→2 次査読 

B 

→A 

B 

→X 

 

A 

B 

→A 

 

→2 次査読 

B 

→A 

B 

→X 

 

X 

B 

→X 

 

→2 次査読 

⇒2 次査読（2 回目） 

B 

→A 

B 

→X 

 

B 

⇒A 

B 

→B 

⇒A 

 

→2 次査読 

⇒2 次査読（2 回目） 

B 

→A 

B 

→X 

 

B 

⇒X 

B 

→B 

⇒X 

 

→2 次査読 

X 

 

B 

→A 

A B 

→A 

 

→2 次査読 

X 

 

B 

→X 

A B 

→X 

 

 
X B X X 

 

→2 次査読 

X 

 

B 

→A 

B 

→A 

B 

→A 

 

→2 次査読 

X 

 

B 

→X 

B 

→X 

B 

→X 

 

→2 次査読 

X 

 

B 

→A 

B 

→X 

B 

→X 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
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Q31-4. 投稿した論文の査読委員の名前を教えてください。 

A31-4. ＜倫理規程 1.9＞および＜査読要領 3.(2)＞のとおり、投稿論文の査読委員に関しては一切お伝えすることはできま

せん。 

 

Q32. 「再査読」として結果通知されましたが、2 か月以内に修正論文と回答書を提出できそうにありません。査読中止または論

文取下げとなってしまうのでしょうか。 

A32. 期限内に修正論文のご提出がない場合には、＜応募規程 7.(4)＞および＜査読要領 6.＞に基づき本論文の最初の受

理日は無効とし、改訂原稿の提出日を原稿受理日とします。ただし、期限延長の手続がございます。同＜応募規程 7.(4)＞に

基づきさらに 2 か月の延長が可能で、ご要望の場合には延長期日・理由について事務局 ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@  

までメールにてご連絡をお願いします。期限前にはリマインドメールを配信していますが、期限超過後は投稿審査システムより投

稿操作できなくなります。その場合には事務局よりご連絡を差し上げる場合もございます。 

 

Q33. 回答書の様式は自由でしょうか。 

A33. 指定のテンプレートに沿い、査読者からのコメントに対し一問一答形式で作成をお願いします。Word 以外で作成される場

合も同じ体裁で提出ください。また表示の乱れを避けるため、PDF 形式でのアップロードにご協力ください。なおコメントに沿って原

稿データ上は修正がなされていても、回答書に明確に記載いただけなければ、査読者に正確に伝わらない場合がございますの

で、遺漏ないよう回答書の作成にご協力お願いします。「修正論文」および「回答書」の投稿審査システムへの提出方法につい

ては、＜投稿者マニュアル 18 頁＞以降からご確認ください。 

 

Q34. 「再査読」として結果通知され、修正論文と回答書を作成中です。2 名の査読委員共に「再査読」の評価でしたが、回答

書は分けて作成しても宜しいでしょうか。 

A34. 回答書は査読者別に、1 枚の PDF データで作成ください（2 名の査読者分を 2 つの PDF に分けず、1 枚の PDF にしてご

提出ください）。 

 

Q35. 「再査読」として結果通知され、修正原稿と回答書を作成中です。1 名の査読委員が「再査読」、1 名が「採用」、1 名が

「不採用」として評価いただいた場合で、3 名のそれぞれの査読コメントに応じ、原稿を修正する予定です。「採用」および「不採

用」と判定した査読者向けにも、回答書を作成する必要はありますでしょうか。 

A35. 「採用」「不採用」の判定は引き継がれます（その時点で確定し、原則覆りません）ので、「採用」とした査読委員 1 および

「不採用」とした査読委員 2 には、「修正論文」「回答書」は送付いたしません（当該 2 名の 2 次査読はございません）。他方で、

「採用」「不採用」と評価した査読委員のコメントに沿って修正される場合には、1 次査読にて「再査読」と評価した査読委員 3 に

対しての「回答書」の中で、全ての事項を回答書に記載くださいますようお願いします（1・2 のコメントに沿った修正事項は、3 か

らの指摘事項ではございませんが、回答書に記載し、3 が修正経緯を理解できるよう作成をお願いします）。 

 

Q36. 「再査読」と結果通知され、修正論文と回答書を作成中でしたが、修正には大幅な時間を要する見込みのため、論文を

取り下げた上、改めて投稿したいと考えています。手続について教えてください。 

A36. 投稿審査システムから操作できない内容になりますので、取下げの旨を事務局 ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメ

ールにてご連絡をお願いします。事務局にてシステム処理のうえ、メールを配信いたします。一度取下げを行った当該論文の再

投稿にあたっては、Q38 を参照ください。 

 

 

 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/guide/rinri.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/answer_sheet.docx
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
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Q37-1. 共著者を 1 名追加したいのですが。 

Q37-2. 共著者のうち 1 名を削除したいのですが。 

Q37-3. 著者の順番を変更したいのですが。 

A37-1～3. ＜応募規程 5.＞に基づき、再査読判定後の修正論文投稿時のみ申請を受付することが可能です。所定の申請

書を用い、記名押印のうえ、事務局 ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにて PDF データをお送りください。なお特に押

印について、１枚の紙でなく複数枚をまとめてデータ送付いただくことでも構いません。データ受領後、論文集委員会にて審議の

うえ、認否について別途ご連絡いたします。 

 

Q38-1. 不採用になった論文を修正し、再投稿したいのですが、可能でしょうか。 

Q38-2. 前回取下げた論文集を修正し、再投稿したいのですが、可能でしょうか。 

A38-1～2. 可能ですが、＜応募規程 8.(7)＞には下記のとおり定めております。 

“査読の結果が「不採用」となった論文、および査読を受けた後に取り下げた論文を再投稿する場合は、再投稿であることを投

稿時に申し出る。査読にもとづいた修正を行わずに再投稿することは認めない。” 
結果通知の際に、査読者からの評価理由・コメントはメールでお送りしますので、当該内容に沿って、修正をお願いします。また

修正再投稿の場合、下記２点を投稿審査システムに登録いただくことでお願いしております。 

 

①「原稿種別」で 『「不採用」「取り下げ」からの修正再投稿』 を選択 

②「無修正再投稿論文の禁止」欄に、前回論文の ID と、修正の趣旨・概要・経緯について申告 

 

②については、欄が小さく見えますが、3,000 字程度入力が可能ですので（埋めていただく必要はございません）、前回論文でど

のような指摘・コメントがあり、どのような修正を行ったかがわかるよう申告をお願いします。 

なお、前回不採用となった論文の無修正投稿、不採用・取下げとなった論文の修正再投稿（前回査読に基づいて修正を行っ

た投稿）にもかかわらず申告がなかった場合等、規程違反を確認した場合には、審査中であっても投稿を取下げさせていただく

可能性がございますので、ご留意ください。 

 

Q38-3. 前回不採用になった論文を修正し再投稿するにあたり、前回の論文から著者を追加したいのですが、問題ありますか。 

A38-3. 前回不採用となった論文の修正再投稿については、一度審査・査読は終了していることから、新規投稿扱いとなりま

す。ですので、著者の追加・削除・順番変更について、特に申請等いただく必要もなく、問題ございません。 

 

Q39. 不採用判定に異議を申し立てたいのですが、手続はありますか。 

A39. 異議申し立ての手続がございますので、＜応募規程 8.(6)および 13.(2)＞および＜査読要領 7.＞をご確認いただき、事

務局 ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにて PDF データをお送りください。書式は問いませんが、＜査読要領 7.(1)＞

に定める記載内容を漏れなく、簡潔に記載ください。なお、＜査読要領 7.(2)＞のとおり、申し立ては当該論文の査読委員には

届かず、論文集委員会委員によって構成される特別審査小委員会にて当否の判定を行います。あくまで査読が適切だったか

を判断するもので、論文の内容に関して採否等を判断するものではございません。異議申し立てを認める場合には、結果通知

のうえ改めて査読を行うこととなります。なお、却下となった場合でも結果通知はメールにてご連絡差し上げます。 

 

 

 

 

 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
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Q40. 投稿した論文の採用通知を受領しました。最終原稿の作成にあたり、留意点を教えてください。 

A40. ＜応募規程 6.(6)＞では下記のとおり定めています。 

“最終原稿の作成時，採用原稿の字句または文章の書き足し，書き改めは認めない” 
他方で、＜査読要領 3.(4)＞には、「修正意見付採用」について定めており、こちらを準用する形で、採用判定の査読者のコメン

トに沿った修正については、認めさせていただいています。＜投稿者マニュアル 22 頁＞に沿い、採用通知発出から 10 日以内

に、最終原稿を投稿審査システムよりご提出ください。 

 

Q41. 最終原稿を提出した後に、不備に気づきました。修正できますか。 

A41. 原則修正は承っておりません。 

 

Q42-1. 最終原稿提出後、特に著者の確認なく掲載・公開されるのでしょうか。 

A42-1. 本会で「標題・著者名・脚注・原稿受理日・採用決定日」を校正・修正します掲載予定稿を、追ってメールにて連絡責

任者の方にお送りしますので、ご確認のうえご返信をお願いします。「標題・著者名・脚注」および「不鮮明な図・表・写真の差替」

については修正を承ります。また脚注については Q12-1 のとおり、投稿時と掲載時でご所属が変わる場合に、本会で修正させ

ていただくことが可能です。新所属、旧所属あるいは「元・・・」等、基本的には著者の皆様のご要望に沿い柔軟に対応させてい

ただきます。なお、本文・参考文献含む上記以外の箇所については、修正は承っていません。 

 

Q42-2. 当初投稿時に、登載料の請求書情報についてシステムに登録しましたが、変更することは可能でしょうか。 

A42-2. 請求書宛名と送付先については、変更させていただくことが可能です。掲載予定稿の確認メールの中で、請求書情報

についても回答欄を設けておりますので、併せてご返信をお願いします。 

 

Q43-1. 登載料の請求書はいつ発行されますか。 

A43-1. 登載料の請求書は原則、毎月 1 日の J-STAGE 掲載・公開後の当月初旬に、投稿時にシステムに登録いただいたご

住所・送付先に郵送にてお送りします。 

 

Q43-2. 登載料の請求書を、公開前に発行いただくことは可能ですか。 

A43-2. 申し訳ございませんが、本会の経理処理の都合から、原則承ることはできかねます。 

 

Q43-3. 登載料の請求書を紛失してしまったので、再発行をお願いできますか。 

A43-3. 確認しますので、一旦その旨を事務局 ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにてご連絡をお願いします。 

 

Q43-4. 会員外共著者 1 名分を含む論文の登載料請求書が届きました。当該 1 名分の 12,000 円（税抜）のみを分割して請

求書を作成してほしいのですが。※2023 年 10 月 11 日以降の新規投稿より※  

A43-4. 申し訳ございませんが、登載料は総額で請求させていただき、分割での請求書作成は承ることができません。 

 

Q44. インボイス対応にかかる変更点について教えてください。※2023 年 10 月号掲載分より※ 

A44. 2023 年 10 月以降、インボイス対応に伴い請求書の様式を変更させていただく予定で、郵送にてお送りする点は共通で

すが、宛名・日付を空欄にしての請求書発出は承ることができません。なお、郵送ではなくメール送付を希望される場合には、ご

投稿時にシステムの「請求書郵送先」＜投稿者マニュアル 11 頁＞欄にメールアドレスを記入ください。PDF 化したデータをお送

りいたします。 

 

 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/obo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/submitmanual.pdf
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Q45-1. 掲載論文を訂正したいのですが、申請方法を教えてください。 

Q45-2. 掲載論文を取下げしたいのですが、申請方法を教えてください。 

A45-1～2. ＜論文集の訂正，取り下げに関する運用要領＞に沿い、当該要領に定める提出書類について、事務局 

ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにて PDF データをお送りください。事務局で確認のうえ、論文集委員会で掲載可否

について判断いたします。なお、訂正記事または取下げ記事が掲載となった場合には、登載料 60,000 円（税別）を請求させて

いただきます。また取下げの場合にも、取下げとなったことを明示させた上にはなりますが、元記事そのものが削除されるわけで

はございませんので、ご了承のほどお願いします。 

 

Q46. 掲載論文への質疑討論を投稿したいのですが。 

A46. ご投稿をお待ちしています。所定のテンプレートに沿い 2 頁以内で原稿を作成いただき、投稿審査システムよりご投稿くだ

さい。なお、著者資格は通常の論文と同様になりますが、採用・掲載時の登載料は無料で、会員外共著者の追加分はございま

せん。 

 

Q47. 掲載論文に質疑討論が届いた場合、どのような対応になるのでしょうか。 

A47. ＜査読要領 8.(1)＞に沿い、掲載論文の査読委員に査読依頼させていただき、採用・掲載が決定になれば、事務局より

掲載論文の著者の皆さまに、「質疑討論の回答」の原稿作成についてご連絡します。１か月以内に、指定様式に沿い 2 頁以内

の原稿をメールにてご提出をお願いします。「質疑討論の回答」について論文集委員会で掲載可否について判断します。なお

「質疑討論の回答」についても、著者資格は通常の論文と同様になりますが、採用・掲載時の登載料は無料で、会員外共著者

の追加分はございません。 

 

Q48. 別刷など、掲載論文について紙面での発行をお願いしたいのですが、可能でしょうか。 

A48. 申し訳ございませんが、2021 年 4 月にオンラインジャーナルに移行しており、別刷については承っていません。 

 

Q49. 掲載論文を機関リポジトリに登録したく、許諾をお願いします。 

A49. 内容を確認しますので、論文名と DOI、対象となるリポジトリを事務局 ronbun(at)aij.or.jp ※(at)=@ までメールにてご

連絡ください。本会の＜機関リポジトリ等への対応方針＞も併せてご確認ください。 

 

以 上 

http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/teisei_torisage.pdf
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/template_Shitsugitoron.docx
http://www.aij.or.jp/jpn/transaction/ronbun/sadokuyoryo.pdf
https://www.aij.or.jp/jpn/databox/2009/20090811-2.pdf

